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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 5,453 △56.9 △115 ― △150 ― △88 ―
20年3月期第3四半期 12,638 △9.8 △155 ― △198 ― △680 ―

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 △11.73 ―
20年3月期第3四半期 △90.27 ―

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 4,585 1,412 30.8 187.33
20年3月期 5,973 1,496 25.1 198.43

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,412百万円 20年3月期  1,496百万円

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 6,888 △54.5 △148 ― △190 ― △148 ― △19.66

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  有  

[（注）詳細は、３ページ【定性的・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(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・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  7,552,000株 20年3月期  7,552,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  13,615株 20年3月期  11,631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  7,538,557株 20年3月期第3四半期  7,541,742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．上記に記載した業績予想数値は、本資料の提出日現在において、入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後の様々な要因によって 
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。  
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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）におけるわが国経済は、米国に端を発
した世界経済の同時不況の影響を受け、輸出は大幅に減少し、また各企業の生産活動の低下が雇用不安を
もたらすなど、国内景気は大幅に減速し続けております。 
石油業界におきましては今夏、ニューヨーク先物市場で原油が史上最高値の１バレル１４７ドルを記録

した後、１０月の金融危機を境として一転、毎週１バレル１０ドルペースで下落するなど、市場の混乱と
需要の減退が進み大変厳しい状況でした。 
当社石油事業におけるサービスステーションでは、燃料油に頼らない運営の具体的な施策として、すで

にお客様に好評を得ております低価格帯メニューのおすすめを強化させ、「生活応援」アイテムとして定
着させるべく努めてまいりました。「生活応援」アイテムとしてすでに展開中のタイヤ、エンジンオイル
などの商材に加え、車検につきましてもお客様のご予算に合わせたメニューを積極的にご紹介し、必要な
時に必要なモノを必要な量だけおすすめするスタイルを明確に打ち出しております。卸・直販では、需要
の激しい落ち込みをカバーすべく、既存顧客リストの内、現状で長期に渡りご注文いただいていない顧客
をリストアップし再アプローチをかけ、特に系列外のお取引先のボリュームの拡大に努めております。 
サイクルショップ「コギー」では、ガソリン価格高騰による自動車離れや健康志向などから自転車への

ニーズが高まるなか、新店２店舗を加えて５店舗体制とし、その戦略として「ヨーロピアンテイスト」を
キーワードに本物志向の品揃えに専門特化する店舗と、「カジュアル」をキーワードに初心者にやさしく
を目指す店舗とを明確にすると共に、お客様のニーズにお応えできるようカスタマイズの提案力やスタッ
フの接客力・技術力を追求し、大型店や他の専門店との差別化を図ってまいりました。 
ドッグライフショップ「ＭＯＮＣＯＥＵＲ（モンクール）」では、素材選びをはじめ、流行トレンドを

取り入れたデザインにこだわったオリジナルペットウェアやオリジナル犬具の開発、オーナー（飼い主）
とコーディネイトできるアクセサリーの提案や安心・安全をテーマに関連商品を取り揃え、大型量販店や
他の専門店との差別化を図ってまいりました。 
これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は５４億５３百万円（前年同期比56.9%減）、経常損失

は１億５０百万円（前年同期比、経常損失４８百万円減）、四半期純損失は８８百万円（前年同期比、四
半期純損失５億９２百万円減）となりました。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、４５億８５百万円（前事業年度末比 １３億８７百万円
減）、うち純資産額は１４億１２百万円（前事業年度末比 ８４百万円減）となりました。 
資産のうち流動資産は９億６５百万円（前事業年度末比 １１億６２百万円減）、固定資産は３６億２

０百万円となりました。これらの増減の主なものは、現預金の１０億４百万円減少、有形固定資産、投資
有価証券等の売却等による減少及び差入保証金（１億２４百万円）の増加によるものであります。 
負債につきましては３１億７３百万円（前事業年度末比 １３億３百万円減）となりました。流動負債

は１９億３４百万円（前事業年度末比 ９億６４百万円減）、固定負債は１２億３９百万円（前事業年度
末比 ３億３８百万円減）となりました。これらの増減の主なものは、借入金を１０億１９百万円返済し
たことによるものであります。 
純資産につきましては、有形固定資産の売却により土地再評価差額金が増加したものの四半期純損失を

計上したことにより、前事業年度末に比べ８４百万円減少しました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期累計期間末における現金及び同等物(以下「資金」という)は、１億３２百万円となり、

前事業年度末に比べ１０億４百万円減少しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、３億８３百万円支出となりま

した。これは、税引前四半期純損失を９５百万円計上したことと取引保証金の差入により１億５０百万
円が増加したことによるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、３億６８百万円収入となりま

した。これは、投資有価証券の売却による収入１億３０百万円と有形固定資産の売却による収入２億１
０百万円によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、９億８９百万円となりまし

た。これは、財務体質の改善を進めるため借入金の返済に支出したことによるものであります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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主力の石油事業におきまして、8月にレギュラーガソリンの全国平均の価格が１リットル１８５円を突
破し、消費者のクルマ離れが加速化すると共に、ガソリン以外の商品売上にも大きな影響を与えました。
その後、第３四半期に入り急激な価格の下落を受け業界全体が「先行値下げ」による大きな混乱に見舞わ
れ、ガソリンの売上高が減少しました。これらの要因から売上高は、１３億１２百万円減少し６８億８８
百万円となる予定であります。売上総利益につきましても、原油価格の急激な下落や元売の新価格体系の
導入に伴う市況の混乱などにより、最終的な売上総利益率は低下する見込みであり、これらの要因から営
業利益は１億４８百万円の営業損失、経常利益は１億９０百万円の経常損失となる予定であります。また
当期純利益は減損損失などの計上により、１億４８百万円の当期純損失を見込んでおります。 

  

 簡便な会計処理 
①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

  

②法人税等の算定方法 
法人税、住民税及び事業税の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重

要なものに限定する方法によっております。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更 
 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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）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たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法及び最終仕入原価
法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業
会計基準委員会平成18年7月5日企業会計基準第9号）が適用されたことに伴い、原価法から原価法
（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法の場合に比
べて、売上総利益が２１百万円減少、営業損失、経常損失、税引前四半期純損失が、それぞれ２１百
万円増加しております。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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 132,638 1,137,382

受取手形及び売掛金 449,160 664,458

商品 230,162 154,732

その他 163,828 180,860

貸倒引当金 △10,700 △10,300

流動資産合計 965,090 2,127,134

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,800,334 2,933,773

その他（純額） 384,043 463,540

有形固定資産合計 3,184,377 3,397,313

無形固定資産 17,304 16,779

投資その他の資産   

差入保証金 296,359 171,663

その他 190,763 337,545

貸倒引当金 △68,200 △77,400

投資その他の資産合計 418,923 431,809

固定資産合計 3,620,604 3,845,901

資産合計 4,585,695 5,973,036

負債の部   

流動負債   

買掛金 334,982 438,933

短期借入金 1,179,320 1,930,288

1年内返済予定の長期借入金 207,421 271,976

未払法人税等 11,982 19,469

事業譲渡損失引当金 20,000 10,000

その他 180,672 228,487

流動負債合計 1,934,380 2,899,155

固定負債   

長期借入金 246,069 420,078

退職給付引当金 26,106 70,974

役員退職慰労引当金 110,100 183,087

再評価に係る繰延税金負債 650,224 668,016

その他 206,657 235,489

固定負債合計 1,239,157 1,577,646

負債合計 3,173,537 4,476,801
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,579,926 1,579,926

資本剰余金 1,091,314 1,091,314

利益剰余金 △1,382,707 △1,254,585

自己株式 △2,646 △2,494

株主資本合計 1,285,886 1,414,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,681 △14,168

土地再評価差額金 135,952 96,242

評価・換算差額等合計 126,270 82,073

純資産合計 1,412,157 1,496,234

負債純資産合計 4,585,695 5,973,036
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(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 5,453,007

売上原価 4,555,654

売上総利益 897,353

販売費及び一般管理費 1,012,872

営業損失（△） △115,519

営業外収益  

受取利息 3,281

その他 10,091

営業外収益合計 13,372

営業外費用  

支払利息 45,316

その他 2,923

営業外費用合計 48,239

経常損失（△） △150,387

特別利益  

固定資産売却益 57,778

役員退職慰労引当金戻入額 75,624

その他 48,287

特別利益合計 181,691

特別損失  

固定資産売却損 58,650

減損損失 22,127

その他 45,731

特別損失合計 126,509

税引前四半期純損失（△） △95,204

法人税、住民税及び事業税 11,000

法人税等調整額 △17,792

法人税等合計 △6,792

四半期純損失（△） △88,412
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(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  

税引前四半期純損失（△） △95,204

減価償却費 28,924

減損損失 22,127

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72,987

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44,867

受取利息及び受取配当金 △5,787

支払利息 45,316

有形固定資産売却損益（△は益） 871

売上債権の増減額（△は増加） 212,883

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,430

仕入債務の増減額（△は減少） △103,950

差入保証金の増減額（△は増加） △150,201

未払金の増減額（△は減少） 23,327

その他 △102,815

小計 △326,594

利息及び配当金の受取額 3,846

利息の支払額 △42,179

法人税等の支払額 △18,486

営業活動によるキャッシュ・フロー △383,415

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 △44,948

有形固定資産の売却による収入 210,952

投資有価証券の売却による収入 130,086

差入保証金の差入による支出 △31,108

差入保証金の回収による収入 56,613

事業譲渡による収入 39,072

その他 7,687

投資活動によるキャッシュ・フロー 368,355

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） △750,968

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △268,564

その他 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー △989,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,004,743

現金及び現金同等物の期首残高 1,137,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 132,638
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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。 

  

当社は、平成16年度830,127千円、平成17年度833,402千円、平成19年度990,475千円の当期純損失を
計上し、当事業年度においても第３四半期累計期間に88,412千円の四半期純損失を計上しております。
また営業キャッシュ・フローは平成19年度735,396千円、当第３四半期累計期間383,415千円のマイナス
となっております。当該状況により、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。 
当社はこのような状況を解消すべく、平成20年3月期を始期とする中期経営計画を遂行することによ

り収益の改善を図っておりますが、当第３四半期会計期間に入り原油価格の急激な下落や元売の新価格
体系の導入に伴う市況の混乱が続くなど、経済環境・事業環境共に厳しさを増すなかで、当第３四半期
会計期間においても業績回復に遅れが生じております。このような環境下、中期経営計画の戦略方針を
引き続き遂行すると共に、追加の改善策として再建計画を立案し、お取引先のご支援のもと遂行中であ
ります。 
主力部門である石油事業においては、一層のフルサービスの充実化による油外収益の確保を図ると同

時に、店舗の統廃合を実施し確実に利益の出る体質にすることと、その他の事業においてもスタッフの
接客力・技術力を追求すると同時に徹底的に無駄を省いた筋肉質の体質へ改善することに取り組んでお
ります。さらに本社管理部門においても大幅な経費削減に取り組みます。 
また当社は、取引金融機関と緊密な関係を維持しておりますが、引き続き支援いただくために再建計

画の一環として、借入金返済条件の変更に関する合意に基づき資金計画を見直し、所有資産の売却によ
る有利子負債の圧縮をさらに進めております。さらに今後の収益体制を確立するために、月次ベースで
速やかに正確な損益を把握し、タイムリーに且つ厳格な予算実績管理を行う体制が必須であり、引き続
き改善してまいります。 
当社の事業継続は、上記の経営基盤の再構築および取引金融機関の継続的な協力に依存しております

が四半期財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸表
には反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約) 前四半期損益計算書 

 
  

「参考資料」

科目

前第３四半期累計期間
（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 12,638,673

Ⅱ 売上原価 9,851,975

  売上総利益 2,786,698

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,941,758

  営業損失   155,060

Ⅳ 営業外収益    25,066

Ⅴ 営業外費用    68,493

  経常損失   198,486

Ⅵ 特別利益     1,374

Ⅶ 特別損失   471,291

 税引前四半期純損失   668,403

 法人税、住民税及び事業税    18,000

 法人税等調整額   △5,638

 四半期純損失   680,764
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(2) (要約) 前四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日  

  至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １税引前四半期純損失 △668,403

 ２減価償却費   42,062

 ３減損損失   22,604

 ４支払利息   64,776

 ５有形固定資産売却益  △1,374

 ６売上債権の増減額 △100,128

 ７たな卸資産の増減額  268,067

 ８仕入債務の増減額  507,177

 ９未払金の増減額   16,981

 10その他 △14,776

 小  計  136,986

 11利息及び配当金の受領額   11,511

 12利息の支払額 △67,274

 13その他 △18,101

 営業活動によるキャッシュ・フロー   63,121

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

 １有形固定資産の取得による支出 △19,361

 ２有形固定資産の売却による収入   23,699

 ３投資有価証券の売却による収入      ─

 ４差入保証金の返還による収入  106,484

 ５その他    6,885

 投資活動によるキャッシュ・フロー  117,708
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前第３四半期累計期間
（自 平成19年４月１日  

  至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

 １短期借入金の純増減額            △218,804

 ２長期借入れによる収入  500,000

 ３長期借入金の返済による支出 △510,257

 ４その他    △223

 財務活動によるキャッシュ・フロー △229,285

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額   ─

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 △48,455

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  251,733

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  203,277
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(1) 商品仕入実績 

当第３四半期累計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

事業部門別の名称 仕入高（千円）

石油事業 4,242,058

専門店事業 206,629

合計 4,448,687

事業部門別の名称 販売高（千円）

石油事業 5,081,910

専門店事業 213,490

その他の事業 157,606

合計 5,453,007
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