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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 8,819 ― 238 ― 187 ― 62 ―
20年3月期第3四半期 9,053 △2.2 66 △63.0 △9 ― △42 ―

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 5.33 2.63
20年3月期第3四半期 △21.23 ―

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 8,438 756 9.0 △50.22
20年3月期 7,774 688 8.9 △56.80

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  756百万円 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  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 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  無  

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） 

ж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21年３月期の連結業績予想は、平成20年11月６日に公表した金額より変更しておりません。 
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たっ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3四半期  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3四半期  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3四半期  4,987,371株 20年3月期第3四半期  4,856,086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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機に端を発した世界規模の景気後退と急激な円高の影響

から、輸出関連企業を中心に企業業績は大幅減益となり、雇用環境も悪化するなど、景気は急速に悪化してまいりま

した。

　カー用品業界におきましても、急激な消費マインドの冷え込みにより、消費者の節約志向は高まっており、消耗品

を必要に応じて購入、高額商品は買い控えるなどの消費傾向が高まるなど、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月生協ひろしまと提携、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削減、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、バッテリー及びオイルの販売並びに工賃収入など、カーメンテナンス

関連は好調に推移しました。反面、第３四半期に入り、オーディオ、カーナビゲーション等の高額商品の販

売が低迷、店舗営業エリアにおける降雪量が少なかったこともあり、スタッドレスタイヤやチェーンなどの

冬季商品の販売も伸び悩みました。この結果、連結売上高は前年同四半期比２億33百万円減の88億19百万円

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１億71百万円増

の２億38百万円となりました。未曾有の消費不振及び冬季商品の販売低迷のなか、収益体質の改善により、

相応の収益を計上することができました。

（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１億96百万円増（前年同四半期は９百万円の経常損

失）の１億87百万円となりました。

（４）四半期純利益

　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29百万円、投資有価証券評価損19百

万円、減損損失８百万円、固定資産除却損１百万円を特別損失に計上しました。

　この結果、四半期純利益は前年同四半期比１億４百万円増（前年同四半期は42百万円の純損失）の62百万

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、カーメンテナンス中心の経営戦略により生産性が向上したこと、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

させたこと等から増収を記録、売上高は65億円となりました。

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、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

14億34百万円となりました。

フランチャイズ事業

　フランチャイズ事業の売上高は、前年同四半期を若干上回る５億28百万円となりました。

その他事業

　昨年６月に事業を開始した自動車販売のFシステム、昨年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、昨年10月に開店した車検・整備事業の光速王刈谷店、本年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大幅な増収を記録、売上高は３億57百万円となりました。

　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３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて６億63百万円増加し、84億38百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が６億16百万円増加したこと等によるものです。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べて５億94百万円増加し76億81百万円となりました。これは

主に、支払手形及び買掛金が５億76百万円増加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68百万円増加し７億56百万円となりました。これは主

に、62百万円の四半期純利益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３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、８億12百万円となり、前連結会計年

度末と比較して６億16百万円の増加となりました。

　当第３四半期連結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６億16百万円となりました。これは主に仕入債務が６億46百万円増加し

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44百万円となりました。これは主に、有形・無形固定資産等の取得によ

る支出が63百万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45百万円となりました。これは主に借入による純増額が45百万円となっ

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

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月６日に公表した金額より変更しておりません。

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３四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、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118,101千円、税金等調整前四半期純利益は205,181千円減少してお

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 814,303 197,341

受取手形及び売掛金 575,675 629,978

加盟店貸勘定 126,808 72,241

商品及び製品 2,603,975 2,385,218

貯蔵品 4,483 4,843

その他 260,251 317,844

貸倒引当金 △2,747 △3,070

流動資産合計 4,382,750 3,604,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 861,940 889,988

土地 1,476,304 1,476,304

その他（純額） 95,815 98,162

有形固定資産合計 2,434,061 2,464,455

無形固定資産 18,426 19,169

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,431,956 1,470,795

その他 258,285 296,143

貸倒引当金 △87,322 △79,971

投資その他の資産合計 1,602,920 1,686,968

固定資産合計 4,055,408 4,170,593

資産合計 8,438,158 7,774,991

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,515,761 939,568

短期借入金 2,937,730 2,660,320

未払法人税等 22,215 25,924

賞与引当金 11,172 28,322

ポイント引当金 18,685 14,159

その他 220,204 228,411

流動負債合計 4,725,768 3,896,705

固定負債   

長期借入金 2,699,306 2,931,596

退職給付引当金 225,114 226,156

負ののれん 3,309 3,453

その他 27,661 28,345

固定負債合計 2,955,392 3,189,551

負債合計 7,681,161 7,086,256
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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) 

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 △1,224,772 △1,286,811

自己株式 △1,185 △1,185

株主資本合計 759,229 697,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,231 △8,455

評価・換算差額等合計 △2,231 △8,455

純資産合計 756,997 688,734

負債純資産合計 8,438,158 7,774,991
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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 8,819,759

売上原価 5,912,628

売上総利益 2,907,131

販売費及び一般管理費 2,668,744

営業利益 238,387

営業外収益  

受取利息 13,085

受取配当金 1,981

受取手数料 25,860

受取賃貸料 14,697

協賛金収入 4,552

その他 7,797

営業外収益合計 67,975

営業外費用  

支払利息 113,893

その他 5,465

営業外費用合計 119,359

経常利益 187,003

特別利益  

受取保険金 71,622

固定資産売却益 793

特別利益合計 72,416

特別損失  

固定資産除却損 1,063

固定資産売却損 55

関係会社株式評価損 29,812

投資有価証券評価損 19,479

減損損失 8,850

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 179,673

税金等調整前四半期純利益 79,746

法人税、住民税及び事業税 11,994

過年度法人税等 5,712

法人税等合計 17,706

四半期純利益 62,039
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,288,841

売上原価 2,220,864

売上総利益 1,067,976

販売費及び一般管理費 899,281

営業利益 168,695

営業外収益  

受取利息 4,530

受取配当金 993

受取手数料 8,678

受取賃貸料 5,000

協賛金収入 1,827

その他 2,975

営業外収益合計 24,007

営業外費用  

支払利息 37,159

その他 2,401

営業外費用合計 39,560

経常利益 153,141

特別利益  

固定資産売却益 793

特別利益合計 793

特別損失  

固定資産除却損 41

投資有価証券評価損 19,479

減損損失 8,850

特別損失合計 28,371

税金等調整前四半期純利益 125,563

法人税、住民税及び事業税 4,196

過年度法人税等 5,712

法人税等合計 9,908

四半期純利益 115,654
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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 79,746

減価償却費 69,464

負ののれん償却額 △143

減損損失 8,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,028

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,150

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,526

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,042

受取利息及び受取配当金 △15,067

支払利息 113,893

受取保険金 △71,622

有形固定資産除売却損益（△は益） 325

投資有価証券評価損益（△は益） 19,479

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） △12,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △237,743

仕入債務の増減額（△は減少） 646,307

その他 5,589

小計 663,358

利息及び配当金の受取額 5,537

利息の支払額 △106,350

保険金の受取額 71,622

法人税等の支払額 △17,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 616,591

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 △63,176

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,230

敷金及び保証金の差入による支出 △5,687

敷金及び保証金の回収による収入 21,702

貸付金の回収による収入 180

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,749

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） 360,830

長期借入金の返済による支出 △315,710

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 616,961

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 812,303
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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)及び当第３四半期連結会計期間

(自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間及び当第３四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)及び当第３四半期連結会計期間(自 

平成20年10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)当第３四半期連結会計期間(自 平成

20年10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。
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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

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,053,219

Ⅱ　売上原価 6,212,020

売上総利益 2,841,198

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,774,426

営業利益 66,772

Ⅳ　営業外収益 58,249

Ⅴ　営業外費用 134,248

経常損失 9,225

Ⅵ　特別利益 750

Ⅶ　特別損失 20,151

税金等調整前四半期純損失 28,627

税金費用 13,404

四半期純損失 42,031
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