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 平成 21 年 2 月 20 日 

各  位 
                           会 社 名  ム  ラ  キ  株  式  会  社 

代表者名  代表取締役社長 古屋 文男 
（ＪＡＳＤＡＱコード ７４７７） 

問合せ先 執行役員経理部長 大貫 昭憲 
電話番号 ０４２－３５７－５６１０ 

 
当社株式の時価総額、事業の現状及び今後の展開について 

 
 

 当社株式につきましては、平成 20 年８月の上場時価総額(月末上場時価総額)が 5 億円未満となり

ましたので、現状および今後の展開につきまして、ご報告いたします。 
 

記 
 
1. 当社株式の上場時価総額について 

当社株式は、平成 20 年 8 月の月末上場時価総額が 5 億円未満となりました。 
     株券上場廃止基準第２条第１項第３号(上場時価総額)に基づき、９ヶ月以内(事業の現状、今後の

展開、事業の計画の改善その他ジャスダック証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ

月以内にジャスダック証券取引所に提出しない場合にあっては３ヶ月)に、毎月の月間平均上場時価

総額及び月末上場時価総額が 5 億円にならない場合は、上場廃止になる旨規定されております。 
なお、平成 20 年 10 月 30 日付で、株式会社ジャスダック証券取引所より平成 20 年 10 月から同

年 12 月までの間、一時的に株券上場廃止基準における上場時価総額の適用が停止されており、また

平成 21 年 1 月 13 日付で、上場時価総額基準について、5 億円未満から 3 億円未満へ変更されてお

ります。 
 
（ご参考） 

（1）①当社株式  平成 20 年 8 月末日（8/31）現在の上場時価総額 
               8 月末 終価格 37 円×8 月末上場株式数  12,700,000 株 
                         ＝月末上場時価総額  469,900,000 円 
        ②当社株式  平成 20 年 9 月末日（9/30）現在の上場時価総額 
                9 月末 終価格 33 円×9 月末上場株式数  12,700,000 株 
                          ＝月末上場時価総額 419,100,000 円 



 2 

       ③当社株式  平成 21 年 1 月末日（1/30）現在の上場時価総額 
                1 月末 終価格 22 円×1 月末上場株式数  12,700,000 株 
                            ＝月末上場時価総額 279,400,000 円 

（2） ①当社株式  平成 20 年 8 月月間平均上場時価総額        573,314,285 円 
②当社株式  平成 20 年 9 月月間平均上場時価総額        439,057,142 円 
③当社株式  平成 21 年 1 月月間平均上場時価総額       278,063,157 円 
 

2. 事業の現状 
（1） 当社事業 

当社は自動車関連用品総合卸売事業を営んでおります。主にサービスステーション（以下「SS」
という）業界において、オイルエレメント、バッテリー、ワイパーブレード、自動車用電球など自

動車用機能パーツをはじめ、洗車機用洗剤、ワックス、各種添加剤などのケミカル商品、看板、販

促用商品を販売し、各 SS に納入しております。 
当社の自動車関連用品総合卸売事業は全国 45,792 SS(平成 20 年３月発表の月刊ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ)のう

ち約 20%の取引軒数（平成 20 年 12 月末現在で 9,275SS）を持ち、沖縄県を除く、全国 38 箇所に

営業所・出張所をおき、ルート営業活動を展開しており、自動車関連用品総合卸売事業においてマ

ーケットリーダーの地位を確立しております。 
   当社のこれら自動車関連用品総合卸売事業の売上高の構成は 98％が SS 業界に依存しており、SS

以外においては、運送業、レンタカー会社などへの販売供給となっています。 
    
（2） 市場環境 

① SS 業界の市場環境 
SS 業界は、昨今、ガソリン等自動車用燃料油の販売高が減少しており、それに伴いガソリン

等自動車用燃料油による販売利益が薄利であっても効率経営ができる経営を目指すべく、SS の

セルフ化が加速している状況であります。 
また、それに併せて SS 業界では、石油元売会社の統合（新日石と新日鉱 H）が発表されるな

ど、石油元売会社の施策により、SS 廃業を含めた淘汰再編が加速していることから、当社の自

動車関連用品総合卸売事業の商品を販売する市場である SS の減少、および SS 所員の人員削減

が発生しており、当社商品の販売機会が失われております。 
さらに、燃費効率の高い自動車の普及により、顧客の SS へ来店する頻度は減少し、ガソリン

等自動車用燃料油の販売量が減少するに止まらず、燃料油以外（自動車用パーツや洗車等）の販

売機会の喪失、世界的な経済状況を起因とする国内自動車メーカーの減産調整、少子化の影響に

よる車両台数の伸び悩み、および、ガソリン等自動車用燃料油の高騰による自動車の買い控え等

の間接的要因により、当社の自動車関連用品総合卸売事業を取り巻く SS 業界の市場環境は厳し

い状況におかれております。 
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② 自動車関連用品総合卸売事業の市場環境 
自動車関連用品総合卸売事業の市場環境は、シェア拡大を目指す石油元売各社の戦略である、

SS の大型セルフ展開、及びセルフ型 SS によるガソリン等自動車用燃料油以外の利益を追求する

経営に移行する SS が増えていることから、自動車メーカーやカーディーラーは自動車の買い控

え等に伴う市場環境の悪化に対応するため、標準装備の充実とアフターメンテナンス等の自動車

関連商品の販売による収益力強化に力を入れており、当社の営む自動車関連用品総合卸売事業と

は競合状態になっていることから、SS における当社商品の収益の縮小の一因となっていると考

えられます。 
また、上記の状況に加えて、消費者のカー用品に対する消費マインドも低下傾向であり、平成

20 年 12 月までの当社の自動車関連用品総合卸売事業の売上高等は低迷しております。 
しかしながら、平成 21 年 1 月以降に入ってからの世界的な経済不況を起因とする国内自動車

メーカーの大幅な減産調整に伴い、個々のドライバーが自動車の買い替えを控えて、既存車両を

メンテナンスしながら使用する可能性が高くなっており、また、平成 20 年 12 月以降、ガソリン

価格が下落したこともあり、SS での自動車関連用品の販売もやや回復基調にあります。 
 

（3）  平成 20 年 3 月期までの当社の状況 
① 自動車関連用品総合卸売事業 
イ）当社の自動車関連用品総合卸売事業の営業体制について 

当社の自動車関連用品総合卸売事業については、上記 2.（2）①及び②にて説明いたしまし

たとおり、ガソリン等自動車用燃料油の高騰及び当初想定していた以上のマーケットの冷え

込みにより、自動車関連用品の買い控えが進み、当社の売上高減少の一因となっております。 
併せて、当社は、平成 18 年 6 月以降に、ローコスト経営を重視した結果、コスト効率を上

げるために、営業員一人当たりの得意先の担当軒数を増やしたものの、物理的に訪問頻度が

保てず顧客からの苦情も殺到したことに加え、労働的に限界の域に達した営業担当者の多数

の退職が発生いたしました。 
この当初の想定外の退職者が発生したことにより、当社の営業力が弱まり、売上高の減少

を招きました。 
しかしながら、当社は、平成 19 年度から発生してまいりました営業人員減少による、販売

力弱体化による売上高減少に歯止めをかけるべく、中途採用および配送業者を利用した効率

的納品で対応を行ってきた結果、営業人員の減少に一定の歯止めをかけたものの、平成 20 年

3 月までに十分な人員体制が整ったところまでには至っていないため、売上の回復には至っ

ていない状況でありました。 
 

ロ）販売力強化のための研修 
当社は、販売力強化策として、営業社員のスキルアップの観点から洗車研修、車輌販売研

修、営業管理職研修、新人所長研修等の研修会を開催しております。具体的には、人材育成
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を重点施策と位置づけ、一般社員は主に実技（洗車研修においては洗車）を、管理職社員は

主に実務（洗車システムのプレゼンテーション、活性水等の知識）の職位別研修を行ってき

ました。 
 

ハ）営業所の統廃合について 
早いスピードで変化して行く SS 業界の業態変更に対応すべく、当社においても不採算営

業所と商圏の見直しを行いました。具体的には、当社は、平成 19 年 8 月に八王子営業所、平

成 19 年 10 月に岡崎営業所を閉鎖いたしました。 
また、当初、山梨営業所から直接長野松本地区に出張営業を行っていたことから、営業所

員の巡回効率が低下していたため、長野松本地区の販売拡大及び巡回効率を上げることを目的

として、平成 20 年 2 月に新たに松本市内に事務所を設置いたしました。 
 

② 平成 20 年 3 月期に実施した新規事業 
上記のとおり、当社の自動車関連用品総合卸売事業の売上高については、SS 業界向けが 98％

を占め、当社の自動車関連総合卸売事業は SS 業界に依存してきたことから、この状況を脱却

するべく、自動車関連総合卸売事業以外の事業について模索し、平成 20 年 3 月期については、

以下の 3 つを新規売上高の柱と見込んで事業に取組んでおりました。 
イ) 中古車販売事業 

当社が行う中古車販売事業は、SS でのネットオークションによる中古車買取りと、その中古

車の販売システムのソフトを販売の目的に事業化したものです。 
当初、SS において中古車の販売に注目していた時期でもあったことから、当社はソフト開発

を外部業者に委託し、その外部業者が開発した販売システムを当社取引先の全国 SS を対象に

販売することで、年間売上高の目標を 2,800 百万円と想定しておりました。 
しかしながら、当初、モニターとして、2SS に中古車販売システムを設置したところ、当該

販売システムについて車両登録台数に制限があり、顧客の満足する希望の登録台数を掲載する

ことが出来ず、当該 SS から改善を求められたことから、当社はソフト開発業者に対し、登録

可能台数を拡大する様に改善の申し入れを行ったものの、当社とソフト開発業者との見解の隔

たりは解消せず、当社は解決が図られるまで、中古車ソフトの販売を中断したことから、平成

20 年 3 月期については業績に寄与しない結果となっています。 
 

ロ) EDI（エレクトリック・データ・インターチェンジ）システムによる顧客の囲い込み 
EDI システムとは、コンビニやホームセンターで主として利用されており、商品がレジを通

過すると定量在庫が減少し、設定されている 低在庫数量になると自動的に物流センターへ発

注が行われ、翌日、店舗へ商品が配送されるシステムです。 
このような利点がある EDI システムですが、EDI システムを特約店が独自に開発すると、多

額の費用および時間が発生することから、EDI システムは導入が遅れている状況にありました。 
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この様な状況を受け、当社としては、当社オリジナルソフトを開発し、顧客毎にカスタマイ

ズいたしました。特約店としては、EDI システムを導入することにより、受発注の手続き、在

庫管理及び仕入管理を容易にし、管理コスト削減にも繋がります。また、当社としては、特約

店に EDI システムを無償で提供する代わりに、当社商品のみを取り扱うように契約を結ぶこと

で、特約店に対する自動車関連商品の当社商品のシェアを高めることが可能であると考えてお

ります。従って、当社および特約店の双方にとって、EDI システムは有効なシステムと考え、

導入を進めておりました。 
しかしながら、以下の 2 つの理由により EDI システムの導入が進みませんでした。 
A) 当社は、 も有効に当社商品のシェアを高めるために、EDI システムを導入するターゲ

ットとして当社商品の納入率が低い特約店を対象として、提案営業を行いました。しか

しながら、当社商品の納入率が低いことから当社との関係が構築できておらず、新規顧

客の開拓に時間を要したためであります。 
B) 特約店においては、複数の石油元売会社系列の SS が存在し、それぞれの石油元売会社系

列によって使用している POS システム（ガソリン等自動車用燃料油の受発注システム）

の仕様が異なっております。さらに各 SS において POS システムのリース契約や石油元

売会社の再編等により POS システムの変更が発生していたことから、当社の EDI シス

テムの導入が進みませんでした。 
 
従って、当社は、当初、年間売上の上位 100 社を対象に EDI システムの導入を予定しており

ましたが、平成 20 年 3 月期末までの成果は、商社系の一部の広域特約店を含め 17 社への導入

にとどまっており、平成 20 年 3 月期の業績には寄与しない結果となっております。 
 

ハ)手洗い洗車システム販売 
現在の SS における油外収益の柱として洗車販売があります。従来の SS における洗車は洗車

機メーカーの回転式ブラシによる洗車が主流でありました。しかし、この回転式ブラシによる

洗車は、SS に来店する一部顧客には愛車にキズがつくため敬遠されてきました。そのため近年、

多くの SS においても手洗いによる洗車が主流となっていますが、洗剤の洗い流しと拭き上げに

手間がかかるのが難点です。 
当社開発の手洗い洗車システムは、一般的な洗車機メーカーの自動門型洗車機の価格は４～6

百万円でありますが、当社提案の洗車機価格は、1.5～2.5 百万円となっており他社の洗車機と

比べても価格優位性を持っており、且つ、洗剤の代わりに活性水（水の分子を細分化したもの）

使用としたことで洗剤の洗い流しがないため洗車作業時間が短縮されるなどの特長を有してお

りました。この当社開発の設置型手洗い洗車システムは、SS 以外の運送業、レンタカー会社等

の顧客からも環境問題対応型（無洗剤）のエコ洗車への関心の高さと、経済性（少ない使用水

量）に高い評価を受けておりました。 
また、当社は当該設置型洗車システムを販売するにあたり、洗車研修設備を当社拠点営業所
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（3 ヶ所）へ設置し、平成 19 年 10 月から SS への洗車研修を実施するため、当社の洗車研修

マニュアルを基に洗車に対する基本的な知識とオペレーション（洗い方）を実体験する集合研

修を開催し、販売を行なっておりました。 
しかしながら、この設置型洗車機は、SS 敷地内に設置（建設）しなければならず、消防法（既

存設備の取替や増改築は各自治体の消防署の許可が必要）を順守しなければならないこと及び

現在の市場環境下において、各 SS の設備投資に対する意欲が低いことから、当該設置型洗車機

の販売台数が伸びない状況にありました。そのため、平成 20 年 3 月期の業績に対しては、中古

車販売事業同様に寄与できない結果となりました。 
 
3. 平成 20 年 4 月から平成 21 年 1 月までに実施した施策と効果 

平成 21 年 3 月期は、経営構造改革を実現し「赤字体質からの脱却」を 優先課題として、以下の

施策を実施いたしました。 
 

（1）組織体制の再構築 
① 役員の改選 

当社は、SS 業界の変化に対応し、今後の具体的経営方針・施策を展開していく為に、平成

20 年 6 月 25 日の定時株主総会において、外部から招聘した坂田季雄社長が代表取締役社長を

退任し、古屋文男取締役総務部長が新たに代表取締役社長に就任し、さらに若手の永井清美取

締役営業部長が常務取締役に就任しました。 
過去の経営体制は、各部門の意見等が集約されておらず、業務内容が報告されずに各々の部

門で独立した考えのもと業務を行っていたため、情報および目的を共有するのに時間を要して

おり、業務遂行上の 終的な決定権の所在が明確になっていませんでした。 
新経営体制においては、各部門長が執行責任を持ち業務遂行の責任の所在を明確にすると共

に、意思決定に関しては、営業本部長が業務遂行上の 終決定権を持ち全部門長と協議して意

思決定をすることといたしました。それにより、意思および情報伝達の速い経営体制を構築い

たしました。 
 

② 経営企画室の設置 
当社は、経営企画室を設置いたしました。経営企画室の人員構成は、会長および社長以下営

業部傘下の各部長で構成されており、早い速度で変化して行く SS 業界はもとより、SS 業界以

外の領域にも視野を広げた経営戦略・新商品の開発などを企画立案する部署となっております。

経営企画室で決定したことを取締役会において提議し、事業案件毎に実践部門に落としこんで

ゆくこととしております。 
 
（2）事業上の施策 

当社は、平成 20 年 6 月に、SS 業界における自動車関連用品総合卸売事業の再構築、新規事
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業の創造と展開、人材開発と育成の 3 つの基本方針を掲げ改善活動をスタートいたしました。 
① SS 業界における自動車関連用品総合卸売事業の再構築 

当社は、差別化営業を推進するために顧客分類（売上高毎の分析）と顧客分析（将来性・地

域的問題毎の分析）により効率の良いルート営業戦略を構築し人時生産性（総労働時間１Ｈ当

りの粗利益）を向上させるとともに、営業所の統廃合についても引き続き取組みました。 
イ）現在当社の顧客件数 9,275SS のうち売上高順位、上位 30％の SS が当社売上高の 70％を占め

ております。 
そのため、当社は、成長顧客（店舗数拡大傾向の顧客と高収益型顧客）、衰退顧客（店舗数縮

小傾向の顧客と経営不振顧客）および撤退領域（生産性の乏しい非採算地域）について検証を

行い、SS の属性に応じた当社の 適な資源配分（人員配置、ルート編成）の検証を行いました。 
当社としては、1 ルートの営業担当者の得意先軒数は、40 軒がベストと考えておりましたが

多数の退職者が発生した平成 19 年当時の状況は、当社営業人員の減少とともに顧客を失い、当

社営業人員の担当軒数 8,206 軒、暖簾（委託契約）担当軒数 1,755 軒の総取引軒数 9,961 軒と

なり、当社営業人員 145 名と暖簾 31 名（委託契約）の 176 ルート体制となりました。この体

制では、当社営業担当者の 1 人当たりの得意先軒数は平均 57 軒となり、1 人当たりの負担は増

加いたしました。この営業担当者の過度な負担増により、既存顧客に対しては配送のみを行う

こととなり、新規顧客の開拓および既存顧客に対して提案活動を行えず、さらなるシェアの低

下に陥る状況が続いておりました。 
そのため、当社は、ルートの統廃合を含めルートを再検討し、平成 21 年 1 月現在では当社営

業人員の担当軒数 7,520 軒、暖簾（委託契約）担当軒数 1,755 軒の総取引軒数 9,275 軒となり、

当社営業人員 164 名と暖簾 31 名（委託契約）を含め 195 ルート体制まで回復し、1 人当たりの

営業担当者の得意先軒数を平均 46 軒としたことにより、当社の得意とする提案活動が可能とな

り本来やるべき営業活動ができる様になりました。 
加えて、当社は加速する SS の業態変化に対応すべく、効率化を推進するために複数の SS 業

態に対応できる営業体制の構築及び市場分析を行った結果、営業活動領域を 3 つの市場（過去

の市場、既存の市場、新しい市場）分類･整理し、各々の市場に対して、当社の営業方針等につ

いて提案型か納品専門型といった焦点を明らかにすることといたしました。 
・ 過去の市場とは、過去に取引していたものの、当社営業所の統廃合等で営業を行わなくな

った地域の中で、潜在需要があり、将来的に取引が可能な顧客や地域であり、潜在顧客と

して 3,000SS と考えております。当社は、営業ルートの見直し等を行ったことにより、

再度提案営業が可能となったこと及び過去の市場からの当社商品に対する要望があった

ことから、過去の市場に対して、SS の要望に応じた商品の提案を行う「提案型」営業を

行い、まずは、当社との取引の再開を考えております。 
・ 既存の市場とは、現在の取引先のことであります。当社は顧客分類表（現在の取引割合・

売上高）と顧客分析表（将来性・地域的問題）に基づき、既存の市場については、「提案

型」営業及び「納品専門型」営業の双方を使い分けて、営業を行っていくことを考えてお
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ります。基本的には、当社製品の納入率の高い取引先に対しては、提案営業を行わず、商

品の補充及び発注等を中心とした「納品専門型」営業を実施し、当社商品の納入率の低い

取引先に対しては「提案型」営業を実施することで、取引先の営業方針を分類し、効率の

良い営業ルートを構築します。当社は、「提案型」営業に営業担当者の比重を高め、当社

商品のシェア拡大を考えております。 
・ 新しい市場とは、現在未取引の顧客や地域であり、営業所の新規拡大が可能な地域のこと

であり、潜在顧客として 30,000SS と考えております。当社は、新しい市場の顧客につい

て、これまで取引関係のある顧客等から新しい市場の顧客の候補を紹介してもらい、「提

案型」営業を行うことで、当社との接点を切り開くことを考えております。 
 

ロ）営業所の統廃合については、撤退領域（生産性の乏しい非採算の地域）の経営資源（営業人

員）を、有望領域（当社取引先が多くある営業エリアに隣接している地域）または成長領域（当

社営業エリア内で取引先軒数が拡大している地域）にシフトし、効率の良い営業活動を行うよ

う目指してまいりました。 
具体的には、平成 20 年 5 月に福井営業所を金沢営業所に統合し、福井営業所を出張所とした

ことにより、事務費用の軽減が図られました。 
今後につきましては、九州や中国地方の遠隔地などの撤退領域について営業所の統廃合を検

討しており、今後の市場動向により引続き営業所の統廃合を実施し事務費の軽減を図ります。 
 

② 新規事業の創造と展開 
経営企画室で企画立案および戦略決定された新規事業案件は、新規事業部において、当社の

強みである全国ネットワークを利用し、既存市場および新規領域において行動することといた

しました。 
平成 21 年 1 月までに以下の 2 つの事業を企画立案し事業を開始いたしました。 

イ）当社開発の手洗い洗車システムの改良（ECO ボーイ） 
前述 2.(3)②ハ)にて記載しておりますとおり、当社が平成 19 年 10 月に発売を開始した設

置型手洗い洗車機は、SS 敷地内に設置（建設）する必要があり、消防法（既存設備の取替や

増改築は各自治体の消防署の許可が必要）をクリアしなければならなかったこと及び現在の

市場環境下において設備投資に対する意欲が低かったことから、設置型洗車機の販売台数が

伸びない状況でありました。 
この課題を解決するために、当社は、低価格（1.5～2.5 百万円）かつ可動式（閉店時に倉

庫に収納できる）の洗車機の開発を行い、「ECO ボーイ」と言う商品名で、平成 20 年 6 月に

発売を開始しました。SS 業界のみならず SS 業界以外の運送業者等からは低価格且つ可動式

で、無洗剤且つ使用水量が少ないといった経済性について高い評価を受けておりました。 
しかしながら、「ECO ボーイ」を設置した SS において使用したユーザーから洗剤を使用し

た洗車機にしてほしいとの要望があったことから、当社は、従来の「ECO ボーイ」は無洗剤
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だけの仕様であったものを、洗剤、撥水剤やワックス剤についても使用を可能にしたこと、

及び機能面（給水ポンプ・ホース収納・本体を一体化）の充実を図るといった付加価値を加

え、使用水量が少ないといった経済性についての優位性は残し、さらにデザインにも改良を

加えた「ECO ボーイ 2」という商品名で平成 20 年 12 月に発売をいたしました。 
現在、「ECO ボーイ 2」は、SS 業界のみならず、自動車を数多く扱い洗車を必要とするレ

ンタカー業界やタクシー業界等の SS 以外の業界においても好評であり、多数のお見積りの依

頼を頂いております。 
   
ロ）瞬間車番認識システムの販売・開発 

瞬間車番認識システムとは、SS に来店した車両のナンバープレートをカメラで自動的に撮

影し、そのお客様が再度来店した際に、前回来店時の購入履歴などをデータ化し SS 所員に瞬

時に伝達することで、SS 所員がそのお客様に合わせた接客をすることにより、お客様にスピ

ーディーに、適切な商品を提供できるオペレーション効率化システムです。 
当社は、瞬間車番認識システムを販売するにあたり経営企画室が販売先について検討を行

い、第一のターゲットとしてセルフ型 SS とし、その中でも車検事業を重視する SS を 有力

として、営業活動を行っていくことといたしました。 
当社が、第一のターゲットとしてセルフ型 SS とした理由は、前述 2（2）で説明しており

ますとおり、SS 業界はセルフ化へ業態変化しているとともに、セルフ型 SS は燃料油以外の

収益を求めていること、及びセルフ型 SS の体制では人員を増やせないこと（増員はコストア

ップ）から、人員の代わりに瞬間車番認識システムを導入することで SS の営業活動をサポー

トすることができると考えているからです。 
次にセルフ型 SS の中で、車検事業を重視する SS を 有力として、当社の瞬間車番認識シ

ステムを販売することとした理由については、車検が２年または３年毎に必ず発生するため、

自動車の買い替えサイクルが長くなっている現在では、自動車の買い替えを避け、現在所有

している自動車のメンテナンスを行う傾向が高まり、車検時に車検料金のほかに自動車用メ

ンテナンス用品の販売機会が多く発生する状況であると見込まれると考えているからです。 
当社の瞬間車番認識システムは他社製品の後発製品であるものの、当社は 10,000 軒近い顧

客と取引があり、顧客のニーズを反映させて開発を行ったため、他社製品に比べて、ハード、

ソフト共に高性能なカメラ（鮮明な画像と広範囲撮影可能）をメーカーと共同開発しました。

そのため、通常の他社製品であれば車番認識の為に 3 台のカメラが必要なところを、当社製

品は約 1 台（SS の入口の位置で多少異なる）で済むことから、他社製品と比較して高性能且

つ購入費用が低価格である強みを持っております。また、当社の瞬間車番認識システムは、

平成 20 年 10 月 30 日に発売をいたしました。 
 

③ 人材の開発と育成 
      前述 2（3）①ロにて記載いたしましたとおり、当社は以前から SS 用品のルート販売に傾注
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している現状から、既存の営業活動を見直し、基本であるルート営業の目的(SS 内商品シェア

の拡大)を営業社員が再認識し、理解して行動出来る様、全社員の意識改革と能力開発、及びス

キルアップが急務であることから、社員個々の実力が十分発揮できる職位別集合教育研修を定

期的に実施いたしておりました。 
加えて、平成 20 年 3 月期から、上記の定期研修とは別に、平成 20 年 7 月に社長以下営業部

門責任者および支店長・営業所長の全員を対象に、共有意識を持ち現状を打破する目的として 3
日間に亘り、外部講師による国内経済状況の説明、当社経営陣による SS 業界状況・当社の業績・

今後の新規事業を実践して行くための方法等の内容について研修会を開催いたしました。 
さらに、当社の全管理職に対し本社主催で定期的（3 か月に 1 回）に研修を実施することと

しました。当該管理職研修を受けた営業所の各支店長等が中心となり、全社員に対し研修をす

ることで、全社的な考え方等を徹底させるように致しました。 
また、当社の管理部門において、業務が重複しているなど、業務効率が悪い状況があったこ

とから、平成 20 年 9 月に本社管理部門の業務効率化を図るため、本社管理部門社員を対象に本

社部門間の業務内容について検証し、見直しを行いました。 
今後も人材育成を重点施策と位置付け、前述 2.（3）①ロにて記載した職位別研修等の定期開

催を継続することに加え、上記に記載した管理職研修についても定期的に開催することにより、

全社員のスキルが向上するよう推進してまいります。 
 

④ 一部の事業の譲渡 
     当社は、平成 20 年 10 月 30 日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月 31 日をもって病院・ 

産業用滅菌機向け排ガス処理装置の開発・製造・販売を扱っております環境機器事業を、事業 
譲渡致しました。 
当該部門は、平成 13 年 10 月に新規事業に特化した事業部として併設し、以降、医療機関向

け滅菌排ガス処理機を主体とした環境事業を手がけてまいりました。事業開始当初の計画は初

年度において 100 百万円、3 年後には 3,000 百万円の売上高を想定しておりました。この背景

には、当時、大気汚染物質法の大気放出政令規制がなされましたが、東京都が全国に先駆け条

例による規則を施行いたしました。他府県においては、条例による規制が大幅に遅れ平成１９

年に大阪府の施行に留まっております。したがいまして、当初想定した市場に成長することな

く当社の販売先は都立の医療機関に限定され、このメンテナンスを遂行するに留まっているこ

とが計画との乖離になりました。また、現在の状況下における当社事業体制が、カーケアー用

品の供給を主体としていること、および当該事業の継続は当社にとって事業採算がとれる見込

みがなく、また、今般当該部門の社員が本事業を専業とする会社（株式会社 シーズ）を設立

し事業の継承を行う意向を持ったことで、当社および新会社双方とも専業に特化でき収益向上

を目指す上で有効であると判断いたしました。さらに当該事業の既存顧客に対するアフターメ

ンテナンス等の影響についても、新会社が責任をもって継承することで事業譲渡が 良の方法

であるとの決断にいたりました。 
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なお、当該事業における平成 20 年 10 月末現在の材料在庫および固定資産に計上の機械装置 
の帳簿価格 29 百万円を総額 15 百万円で、事業継承会社へ売却いたしました。売却代金の決済

につきましては、平成 21 年 3 月 31 日までに現金による決済としております。 
このことにより、当社は年間およそ 50 百万円の収益改善見込みであります。 

 
4. 今後の展開と具体的施策 

当社は、これまでの施策の実施およびその結果を受け、改善状況および当社を取り巻く市場環境等

の整理分析を行い、部門別に事業計画を策定しました。今後行う具体的諸施策につきましては下記の

とおりです。 
 
（1） SS 業界における自動車関連用品総合卸売事業部門 

① 市場に応じた営業戦略 
当社は、3（2）①にて記載したとおり、3 つの市場に応じた営業を行うこととしております

が、3 つの市場については、それぞれ別の戦略で営業に取組んでまいります。 
 

イ）過去の市場については、顧客別に当社商品の企画・提案を実行します。 
以前当社の顧客であった SS については、当該 SS の経営状況や業態、同業他社の仕入先か

らの仕入状況や仕入金額を顧客ごとに分析し、当該 SS と当社との取引の将来性を判断し、将

来性のある顧客を選択し、営業活動をいたします。当該 SS に対しては、他社より優れた提案

営業を行うことにより、新規の取引の獲得を目指します。 
当社との取引が少なくなっている、もしくは当社との取引が全くなくなった SS に対しては、

他社以上のメリットが出せる提案営業を行い、他社との差別化を図ることによって、当該 SS
におけるシェアを回復するよう努めます。 

 
ロ）既存の市場については、顧客の状況に応じた営業活動を展開いたします。 

SS 内における当社商品のシェアが高い顧客に対しては、引き続き納品専門型の営業を行う

こととします。当社の顧客に、当社に対する要望を調査したところ、多くの顧客から、商品

配送を早くしてほしいという要望がありました。そのため、当社のシェアが高い顧客におい

ては、顧客からの商品配送の要望にいち早く応じるとともに、正確な商品配送を行うことに

より顧客満足度の増大に努め、当該顧客の流出を防止します。 
SS 内における当社商品のシェアが低下している顧客に対しては、コンサルティング対応型

の営業を行うこととします。当社は、当社のシェアが低下した SS に対して、当社の販売した

商品の SS における販売計画から、SS 所員に対する販売教育、当社が販売した商品の販売結

果の分析に至るまでのプロセスを当社が一貫して企画推進（コンサルティング）することに

より、顧客満足度の増大に努め、当社の SS 内におけるシェア拡大を図ることとします。 
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ハ）新しい市場は、ターゲット顧客を選択し市場調査に基づく戦略（商品拡販や作業収益向上策

の企画書および SS 店舗内の看板・ノベルティなどの提案）を策定いたします。 
当社とお付き合いのない SS への営業活動は、石油元売会社の紹介及び既存顧客からの紹介

を基に行います。また、当社が市場調査を行い潜在的な顧客ニーズを探り、直接新たな顧客

に対して聞き取り調査を行うことで、新たな顧客のニーズに応じた商品を提供できるよう努

めます。 
また、新たな顧客である SS の従業員に対して、当社が商品勉強会や販売会議を主宰すると

ともに、OJT を含めた販売促進活動をプロデュースすることにより、新たな顧客との結びつ

きを強め、当社商品の拡販を行うこととします。 
 
② 主力商品である機能パーツ・ケミカル（オイルエレメント・バッテリー・ワイパーブレード・

洗車機洗剤）のシェア拡大による増収増益 
当社は、長年にわたり石油元売会社によるプライベートブランド商品を重要視した販売をして

きましたが、競合他社は、海外から安い価格で商品を仕入れ、当社より安い価格で販売を行った

ため、当社はシェアを奪われてきました。 
追い打ちをかけるように、海外廉価製品をメーカーが直接販売を開始したこと、SS 業界の先行

き不透明感から来る在庫削減の推進が続いているため、当社の商品の売上は引き続き減少してお

ります。 
また、SS の大型セルフ化等に伴う業態変化のスピードは加速しており、SS の仕入や販売に関

する考え方や方法は急激に変化しております。 
この変化に対応すべく、当社は、当社主力商品のシェア拡大による増収増益を実施するために、

以下 3 つの戦略（ブランド戦略、販売価格改定戦略、EDI システムを用いた 低在庫管理戦略）

を展開して行きます。 
 

イ）ブランド戦略 
これまで当社は、石油元売会社によるプライベートブランド商品を重視した販売を展開して

きましたが、これを引き続き継続し、石油元売会社のプライベートブランド商品の品質に対す

る信頼性を武器に、石油元売会社の系列 SS に推奨販売し、売上および利益を拡大させること

とします。また、石油元売会社の販売担当者と当社の営業担当者が共に石油元売会社の系列 SS
に対して販売促進をして行きます。 
当社は、業界の中でも数少ない、多数の石油元売会社と販売契約を締結している会社である

ことから、複数の石油元売会社の商品を扱うことができるため、収益機会は多いものと考えて

おります。 
 

ロ）販売価格改定戦略 
当社は、自動車関連用品総合卸売事業におけるトップシェアを有しているため、同業他社に
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比べて強い価格競争力を有しております。これまで当社は、安易な安売りはせず、品質の向上

と安定した商品供給を重視していたため、同業他社に比べて販売価格が高い商品が多数ありま

した。 
しかしながら、近年の売上高の減少及び顧客の減少に歯止めをかけるべく、当社の価格優位

性を行使して、他社に比べて安く商品を販売することといたします。なお、当社は、全国的な

営業網を用いて、地域価格や他社の納品価格を事前に調査することにより、画一的な安売りで

はなく、地域特性及び商品特性に見合った適正な安売りを行うことといたします。 
一方、これまで、大口の顧客に対して、特別販売価格（値引き価格）で商品の販売をしてお

りました。しかしながら、当社は、その後、当該顧客との取引が小口取引へ変化しても、慣行

として継続した値引き販売を実施しておりました。しかし、これらの値引きを撤廃し、収益の

改善を実行するとともに、仕入価格上昇分を適正に卸価格へ転嫁することとします。 
なお、価格引き上げの対象となっている顧客からは、値引きの廃止について理解を得られて

おります。 
 

ハ）EDI システムを用いた 低在庫管理戦略 
広域特定特約店に対するＥＤＩシステムの普及を推進してまいります。ＥＤＩシステムの概

要については、前述２（３）② ロ）をご参照ください。 
当社は、平成 19 年度から取組み中の EDI システム販売を継続し、平成 19 年当初に目標とし

ていた 100 社に対する販売を、平成 22 年を目途に取組みます。 
     これまでの当社の営業活動から、特約店では、EDI システムに対する理解が進んでおり、見

積もりの依頼を多数いただいております。また、今後も石油元売会社の合併や SS の統廃合が繰

り返される可能性が高く、SS 業界における SS 店舗の総数は減少することが見込まれますが、

石油元売会社の合併や SS 統合が行われた際、販売システム（POS システム）についても同一

にする必要が生じます。当社としては、EDI システムに対する理解向上及び市場環境の変化を

逃さず、引き続き SS 店舗数の多い特約店に対して EDI システムを提案してまいります。 
これにより、EDI システムの普及促進をすることで、顧客離れを回避できるとともに、顧客 

の囲い込みによる安定した売上高が確保できることになるものと考えております。SS 毎に決め 
た数の在庫を EDI システムによって当社が管理し、過剰在庫及び過小在庫を防ぎつつ、当社が 
SS を定期訪問することによって納品を行なう戦略です。SS では突発的な販売が多く発生し、 
大量の在庫を抱えることがあります。そのため当社で在庫を管理することによって、SS のニー

ズに合った商品を適時、適量に販売してまいります。 
 

③ 収益確保のための具体的施策 
当社は、他社にない付加価値を付けた自社開発商品（自動車用機能パーツ及び自動車関連用

品）の販売を行い、他社商品との差別化を図るとともに、自社開発品のブランディング戦略の

推進を行なうことで、利益を確保いたします。 
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当社は、全国 9,275SS の顧客を有しており、これまでの販売実績を生かし、顧客の要望を取

り入れた自社企画商品を開発しており、これらの自社企画開発商品は、他社製品に比べて、機

能面、および利益率の面で優位な商品であります。 
当社としては、当社企画開発商品を購入いただいた SS に対して、商品販売に必要なツール（販

促ポスター等の道具）の提供や販売手法の指導などのサービスを付加することで、他社よりも

価格競争力のある商品を販売できると考えております。 
当該施策の実施により、当社商品を販売することで、当初 20 年８月末時点における粗利益率

に対して 3.8％アップ、収益額 138 百万円を、平成 21 年 3 月期に達成することを目標としてお

ります。 
 

④ 滞留在庫の圧縮 
平成 20 年 3 月まで、在庫に関しては一部商品を除き、支店、営業所でそれぞれコントロール

しておりました。しかしながら、本社物流部より在庫圧縮の指示をしてきたものの、各営業所

では過剰仕入やロス商品が多く発生しておりました。 
そのため、平成 20 年４月から、当社はこのような在庫を生むこととなったプロセスを改善す

るために、在庫管理を、本社物流部で一貫して管理することにより、必要とする商品が他の営

業所にあることを把握し、メーカーには発注せずに、当社営業所間で商品を転送するシステム

を構築し、滞留在庫の圧縮を図っております。 
現在、すべての在庫管理を本社物流部に集約した弊害により、小口の商品の発注について、

日数を要してしまう問題が発生しているため、一部の小口商品の在庫管理を再度営業店に任せ

るべく対策を講じております。 
これらの対応を行うことにより、平成 21 年 3 月末における商品勘定（在庫金額）を 468 百

万円（平成 20 年 9 月末在庫額 568 百万円）とし、平成 20 年 9 月末からの目標削減額を 100 百

万円としております。在庫回転率では、平成 20 年 9 月期の 8.24 回から平成 21 年 3 月期では

10.73 回を目標としております。 
 

⑤ 慣習となっていた値引きの見直しを実施 
当社は、内部統制上の観点から、値引きに関する契約書を交わした時期と、値引きに関する

契約内容の精査を行い、契約期限が切れているにもかかわらず値引きをしている SS、または契

約内容と実際の販売代金に相違がある SS については、契約内容の見直しを協議し、当社といた

しましては値引き契約については契約解除の申し入れを行い、原則として値引きの再契約はし

ないことといたします。 
 

⑥ 瞬間車番認識システムの販路拡大を実施する。 
瞬間車番認識システムの平成 20 年 12 月末日での状況は、27 社から見積り依頼がありました

が、急激な経済不況に陥ったことから SS 各社とも当社への発注を見合わせることとなり、販売
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実績は 2 社に止まっております、このことから、当社は、例えば大規模農家など（盗難防止）

SS 以外に販路を求めて展開すべく行動しております。 
 

⑦ SS 以外の会社に対して自動車関連用品を販売することによって、新たな販売先を開拓する。 
平成 20 年 3 月まで、当社の売上の 98％は対 SS が占めており、当社の売上は SS 業界の業況

の影響を強く受けており、新たな販売先の検討及び営業活動を行っておりました。 
平成 21 年に入り、運送業界やレンタカー業界の顧客拡大は成功しておりますが、現在の売上

への貢献度は 2％程度にとどまっております。 
当社としては、今後も SS 以外の会社に対して、営業活動を継続し、SS 業界の業況に左右さ

れないような収益体制の実現を目指します。 
 

⑧ コスト削減 
全社的な経費削減運動を継続して行い、さらなるコスト削減をはかります。 
当社は現在全社的な経費削減に取組んでおりますが、これからは一層厳格なコスト管理に取

組む予定でおります。 
具体的には、月次決算時において経費個々の費目について実績と予算比較および前年比較を

部門毎に経理部で把握し、各部門長会議において状況報告を行い、各部門長は担当部門の経費

をコントロールすることとしております。 
平成 21 年度のコスト削減目標額は、前年比 369 百万円としており、ほぼ達成可能な進捗状況

となっています。 
 

⑨ 売掛債権の回収期間短縮により、不良債権の発生を防止し資金繰りの改善を図ります。 
当社は、取引契約の決済条件（回収期間）の見直しを行っており、現在、取引先に対して

個別に決済条件の交渉を行っております。しかしながら各取引先の同意に時間を要しており、

平成 20 年 4 月から平成 21 年 1 月末までの回収期間短縮の顧客軒数は 186 軒にとどまってい

ます。今後についても継続して取引先に対して決済条件の見直しについて交渉して行きます。 
 
（2） 人材の開発と育成 

前述の 3（2）③で記載してあります研修については引き続き実施して行きます。 
当社は、既存事業領域のシェア拡大と新しい事業領域のシェア獲得のために、職位別集合教育

を定期的に実施してまいります。 
現場管理職（営業所長・支店長）に対しては、今後も定期的に本社販売部が開催し、意識改革

は基より能力開発、スキルアップ研修を推進してまいります。 
現場責任者（営業所次任者）に対しては、支店長が中心となり支店単位で、能力開発、スキル

アップ研修を毎月実施してまいります。また、支店単位での研修会に関しては、必ず本社の所轄

部門長以上が出席し本社と営業所の意思の疎通を図ってまいります。 
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さらに営業所の一般社員からの要望により、高い営業スキルを見つけるための本社販売部・商

品部・各営業所の代表社員で構成された研修会を定期的に開催することとし、平成 21 年 1 月より

2 ヶ月毎に実施することとしており、情報や意識の共有を図るために支店長が必ず出席するよう

に努めてまいります。 
本社部門に関しましても、本社と営業所間で起きた問題の重要性や担当者の責任権限での対処

方法などを目的に、定期的な研修が必要であると考えており、今後は年２回程度の研修会を実施

いたします。 
 
（3）資本政策 

平成 21年 3月期第 3四半期連結会計期間末の純資産は 1,843百万円（前連結会計年度末比 125
百万円減）と減少しております。また、今後の新規商品の開発および新規事業領域への展開を進

めるためには、資本増強が急務であると認識しております。 
過去 5 期連続の赤字経営をするに至り、当社株主および取引先に多大なる不安感を招く結果と

なっております、とりわけ当社仕入先からは、当社業績不振のため当社に対する与信枠と支払条

件の見直しおよび現金を含めた担保設定を要求されるに至っております、こうした状況から一刻

も早く抜け出すためにも、諸施策の確実な実行による業績回復はもとより新たな資本増強が急務

であります。なお、資金調達については増資を含め、各調達方法について調査・検討中でありま

すので、決定した場合には速やかに報告する所存であります。 
以 上 


