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1.  平成21年10月期第1四半期の業績（平成20年11月1日～平成21年1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10月期第1四半期 4,024 ― 441 ― 444 ― 246 ―

20年10月期第1四半期 3,683 5.0 438 61.4 431 61.4 218 56.3

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10月期第1四半期 52.43 ―

20年10月期第1四半期 46.56 ―

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10月期第1四半期 6,884 3,211 46.7 683.06
20年10月期 6,532 3,019 46.2 642.09

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  3,211百万円 20年10月期  3,019百万円

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10月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

3.  平成21年10月期の業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 7,571 6.8 666 0.8 657 0.4 381 0.5 81.04
通期 12,800 5.9 637 3.6 619 1.6 342 0.5 72.87

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【定性的情報・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10月期第1四半期  4,840,000株 20年10月期  4,840,000株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  137,917株 20年10月期  137,917株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年10月期第1四半期  4,702,083株 20年10月期第1四半期  4,702,083株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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仮定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、３ページ【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ください。 
 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１四半期会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機の影響を受け、株式市場の大幅な下

落や為替相場の急激な変動等により、企業業績は悪化を辿り、個人消費の低迷や雇用情勢の不安等、景気
後退の長期化懸念がますます強まる状況となっております。 
自動車関連業界におきましても、自動車販売・輸出の不振から、各メーカーが軒並み下方修正を発表

し、生産も縮小せざるを得ない状況となっております。このような状況のもと当社では、『プレミアム』
をテーマに、専門店ならではの豊富な品揃えや価格設定により、ＣＳを一番に考えた販売を推し進めてま
いりました。 
この結果、当第１四半期の売上高は4,024百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は441百万円（前年

同期比0.8％増）、経常利益は444百万円（前年同期比2.9％増）、四半期純利益は246百万円（前年同期比
12.7％増）と増収増益となりました。 
品種別売上高の状況は、タイヤは2,402百万円（前年同期比14.4％増）、ホイールは1,241百万円（前年

同期比0.3％増）、用品は112百万円（前年同期比13.2％増）、作業料は267百万円（前年同期比8.0％増）
となりました。また、経路別売上高の状況は、店舗売上高は2,412百万円（前年同期比4.4％増）、通販売
上高は1,109百万円（前年同期比22.6％増）、業販売上高は502百万円（前年同期比7.3％増）となってお
ります。 

  

  

当第１四半期末における総資産は前事業年度末に比べ352百万円増加の6,884百万円となりました。ま
た、負債は前事業年度末に比べ159百万円増加の3,672百万円、純資産は前事業年度末に比べ192百万円
増加の3,211百万円となりました。 
  

当第１四半期末における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277百
万円増加の547百万円となりました。 
 当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は、47百万円となりました。（前年同期は74百万円の獲得） 
 これは主に、税引前四半期純利益444百万円、棚卸資産の減少額198百万円、仕入債務の減少額588
百万円、法人税の支払額188百万円などによるものであります。 

②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、77百万円となりました。（前年同期は83百万円の使用） 

 これは主に、配当金支払のための別段預金への預入による支出49百万円、新規出店に係る有形固定
資産の取得による支出38百万円などによるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動の結果獲得した資金は、402百万円となりました。（前年同期は12百万円の獲得） 

 これは主に、短期借入金の増加額300百万円、長期借入による収入200百万円、長期借入金の返済に
よる支出96百万円などによるものであります。 

  

  
当第１四半期会計期間における売上高及び利益は、ともに当初予想を上回る推移をいたしました。 

 今後の業績見通しにつきましては、日本経済景気後退の長期化懸念から、予断を許さない状況にありま
すが、現時点におきましては、平成20年12月15日に公表しました「平成20年10月期決算短信（非連結）」
第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

３．業績予想に関する定性的情報
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①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況について著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予
測等を利用する方法によっております。 

②税金費用の算出方法 
税金費用については、当事業年度の予想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、税引前四半期利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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)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棚卸資産の評価基準及び評価方法 
通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による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「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、移動平均法による原価法（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。なお、これによる損益に与える影響
はありません。 

  

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１四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 601,376 273,758 

売掛金 296,288 334,997 

商品 1,988,358 2,186,448 

その他 663,716 404,025 

貸倒引当金 － △35 

流動資産合計 3,549,738 3,199,194 

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,026,950 986,410 

減価償却累計額 △364,890 △357,853 

建物（純額） 662,060 628,556 

土地 1,499,448 1,499,448 

その他 959,677 960,913 

減価償却累計額 △639,955 △627,860 

その他（純額） 319,721 333,052 

有形固定資産合計 2,481,230 2,461,058 

無形固定資産 54,059 57,919 

投資その他の資産 799,697 814,126 

固定資産合計 3,334,988 3,333,104 

資産合計 6,884,726 6,532,299 

負債の部   

流動負債   

買掛金 373,958 705,094 

短期借入金 400,000 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 385,714 385,714 

未払法人税等 199,906 189,000 

賞与引当金 10,620 31,750 

前受金 84,541 117,991 

その他 266,369 151,291 

流動負債合計 1,721,109 1,680,841 

固定負債   

長期借入金 1,718,571 1,615,000 

退職給付引当金 25,094 23,487 

役員退職慰労引当金 208,125 193,800 

固定負債合計 1,951,791 1,832,287 

負債合計 3,672,901 3,513,128 
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 531,400 531,400 

資本剰余金 568,000 568,000 

利益剰余金 2,144,586 1,954,490 

自己株式 △32,160 △32,160 

株主資本合計 3,211,825 3,021,729 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △2,558 

評価・換算差額等合計 － △2,558 

純資産合計 3,211,825 3,019,170 

負債純資産合計 6,884,726 6,532,299 
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 4,024,007

売上原価 2,825,707

売上総利益 1,198,300

販売費及び一般管理費 756,426

営業利益 441,874

営業外収益  

受取利息 782

協賛金収入 7,023

その他 8,447

営業外収益合計 16,252

営業外費用  

支払利息 13,163

その他 800

営業外費用合計 13,963

経常利益 444,163

特別利益  

貸倒引当金戻入額 35

特別利益合計 35

特別損失  

有形固定資産除却損 193

特別損失合計 193

税引前四半期純利益 444,005

法人税等 197,484

四半期純利益 246,521
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１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 444,005

減価償却費 26,604

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,130

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,607

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,325

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35

受取利息及び受取配当金 △782

支払利息 13,163

有形固定資産除却損 193

売上債権の増減額（△は増加） 5,258

たな卸資産の増減額（△は増加） 198,090

仕入債務の増減額（△は減少） △588,611

その他 60,934

小計 153,623

利息及び配当金の受取額 782

利息の支払額 △13,906

法人税等の支払額 △188,360

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,861

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金等の純増減額（△は増加） △49,919

有形固定資産の取得による支出 △38,699

無形固定資産の取得による支出 △2,936

その他 14,272

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,282

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） 300,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △96,428

配当金の支払額 △729

財務活動によるキャッシュ・フロー 402,842

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） 277,698

現金及び現金同等物の期首残高 269,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 547,298
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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)四半期損益計算書 

 (単位：千円) 

 
  

「参考」

前年同四半期
(平成20年10月期第１四半期)

Ⅰ 売上高 3,683,986

Ⅱ 売上原価 2,581,692

   売上総利益 1,102,294

Ⅲ 販売費及び一般管理費 664,101

   営業利益 438,192

Ⅳ 営業外収益 7,610

Ⅴ 営業外費用 14,317

   経常利益 431,484

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 73

   税引前四半期純利益 431,411

   法人税・住民税及び事業税 212,685

   法人税等調整額 ―

   四半期純利益 218,725
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(2) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

 (単位：千円) 

 
  

前年同四半期
(平成20年10月期第１四半期)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 431,411

   減価償却費 23,966

   賞与引当金の減少額 △19,780

   退職給付引当金の増加額 1,318

   長期前払費用の減少額 14,789

   受取利息及び受取配当金 △273

   支払利息 13,558

   有形固定資産除却損 73

   売上債権の減少額 68,731

   たな卸資産の増加額 △57,505

   仕入債務の増加額 △257,154

   未払消費税等の減少額 △8,274

   その他 △27,991

   小計 182,868 

   利息及び配当金の受取額 274

   利息の支払額 △14,901

   法人税等の支払額 △94,170

   営業活動によるキャッシュ・フロー 74,070

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金等の純増額 △52,957

   有形固定資産の取得による支出 △21,472

   無形固定資産の取得による支出 △3,192

   建設協力金の支払額 △5,000

   貸付金の回収による収入 253

   その他 △1,571

   投資活動によるキャッシュ・フロー △83,940

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純減額 △200,000

   長期借入による収入 300,000

   長期借入金の返済による支出 △86,428

   配当金の支払額 △691

   財務活動によるキャッシュ・フロー 12,879

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減額 3,009

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 407,844

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 410,854
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６．販売の状況

(1) 品種別売上高

当第１四半期会計期間

自 平成20年11月１日

至 平成21年１月31日

売上高(千円) 構成比(％)

タイヤ 2,402,165 59.7

ホイール 1,241,817 30.9

用品 112,152 2.8

作業料 267,871 6.6

合  計 4,024,007 100.0

(2) 経路別売上高

当第１四半期会計期間

自 平成20年11月１日

至 平成21年１月31日

売上高(千円) 構成比(％)

店舗売上 2,412,718 60.0

通販売上 1,109,197 27.5

業販売上 502,091 12.5

合  計 4,024,007 100.0
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