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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,418 △11.4 7 ― 9 ― 4 ―

21年3月期第1四半期 2,730 △9.2 △26 ― △21 ― △12 ―

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

22年3月期第1四半期 0.37 ―

21年3月期第1四半期 △0.96 ―

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

22年3月期第1四半期 3,656 1,989 54.4 156.65
21年3月期 4,006 1,983 49.5 156.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,989百万円 21年3月期  1,983百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

4,944 △3.3 △20 ― 11 ― △10 ― △0.80

通期 10,158 △2.7 32 ― 96 7.8 53 221.0 4.22
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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  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,700,000株 21年3月期  12,700,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  924株 21年3月期  924株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 12,699,076株 21年3月期第1四半期 12,699,200株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的金融危機の影響を受け、民間設備投資の減少

に加え、有効求人倍率や完全失業率の指標の低下から、所得環境の悪化に相まって個人消費マインドの冷え込みな

どにより景気低迷感が一段と強まる状況となりました。 

当社グループの主力販売商品であるカーケア関連商品の販売先でありますサービスステーション（略称：ＳＳ）

業界においても、景気低迷に伴い生活防衛意識からくる節約志向の高まりが消費者に浸透しＳＳ向けカーケア市場

は依然として厳しい環境下にさらされております。 

当社はこのＳＳ業界向けのカーケア用品の供給を事業としており、そのＳＳ業界への依存率は極めて高くＳＳ業

界の動向が直接当社業績に影響する環境下にあります。 

当社グループは前事業年度に引続き上記市場環境の動向に対応すべく、抜本的な事業構造（新規事業領域への進

出、新商品の提案販売等）およびコスト構造（仕入価格上昇による販売価格への合理的な転嫁、在庫管理、販売費

及び一般管理費）の改革に取組んでおります。 

このような状況下にあって、当第１四半期連結会計期間の売上高は、既存商品の需要低迷により前年同期の

11.4％減と極めて低い水準となりました。一方、コスト構造改革における仕入価格の販売価格への転嫁は、ようや

く軌道にのりつつあります。加えて、在庫管理、販売費及び一般管理費（前年同期比の人件費は57百万円減、その

他経費60百万円減）につきましては、継続的なコスト削減統制が功を奏し明確に成果となって表れました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高 2,418百万円（前年同期の売上高 2,730百万円）、

営業利益 ７百万円（前年同期の営業損失 26百万円）、経常利益 9百万円（前年同期の経常損失 21百万円）、特別

利益 6百万円、ならびに法人税等 10百万円を計上し、第１四半期純利益は 4百万円（前年同期の純損失 12百万

円）となりました 

セグメント別では、主力事業である「カーケアー関連商品販売」事業につきましては、上記要因から売上高は

2,339百万円（前年同期比 10.7％減少）、営業利益は 11百万円（前年同期の営業損失 22百万円）となりました。

「その他事業」につきましては、自動車ディーラー部門等の売上高が前年同期比 7百万円減少し 151百万円、営業損

失は 7百万円（前年同期の営業損失 6百万円）となりました。  

  

① 資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産額は 3,656百万円（前連結会計年度末比 350百万円減）うち純資産は 

1,989百万円（前連結会計年度末比 5百万円増）となりました。 

資産の部における増減項目は、流動資産 404百万円減少、固定資産 53百万円増加となりました。主な要因はつぎ

のとおりです。 

流動資産は、現金及び預金の減少 183百万円、売掛債権の減少 31百万円、在庫削減による商品の減少 103百万

円、商品仕入暫定支払等その他流動資産の減少 92百万円、固定資産は、機械装置等の取得による増加 4百万円、差

入保証金等の増加 60百万円です。現金及び預金の減少は、支払債務の減少によるものです。 

負債の部については、流動負債 343百万円の減少、固定負債の減少 11百万円で流動負債の減少は、仕入債務の減

少 290百万円、短期借入金の減少 9百万円、未払金の減少 14百万円、未払法人税等の減少 34百万円、その他流動

負債の増加 42百万円、固定負債の減少は、長期借入金の約定返済 12百万円によるものです。 

一方、純資産については、利益剰余金の増加 4百万円、当第１四半期純利益 4百万円によるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 138百

万円減少し 262百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と増減の

要因はつぎのとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は 157百万円です。これは主要因として税金等調整前四半期純利益 15百万円、売上

債権の減少 31百万円、仕入債務の減少 272百万円、差入保証金による増加 67百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動から得られた資金は 40百万円です。これは主要因として定期預金の取崩し 45百万円、差入保証金の回

収 2百万円に対し固定資産の取得 8百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は 22百万円です。これは長期借入金の約定返済によるものです。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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連結業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間の売上高は当初の計画を2.0％下回る水準で推移しまし

た。第２四半期連結会計期間におきましても、市場環境の悪化は続くものと予想されますが想定の範囲であり、現

時点において平成21年5月14日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社の主力販売商品であるカーケア関連商品の販売先であるサービスステーション（略称：ＳＳ）業界にお

いては、景気後退に伴い顧客の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（カーケア関連商品）の販売機会の喪失等、当社グループのカーケア関連商品卸売事業を

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。 

当第１四半期連結会計期間におきましては、7百万円の営業利益を計上したものの 157百万円の営業キャッシ

ュ・フローのマイナスを計上しております。 

このような状況にあって、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。このような状況を解消

すべく、下記の取り組みを具体的に実施してまいります。 

（１）売上高の維持拡大 

(イ) ＳＳ向け販売体制の再構築 

ＳＳの減少、ＳＳにおける取扱い商品の絞り込みが大幅な売上高減少の要因となっており、営業体制の

見直し、顧客ニーズに合った商品企画提案により売上高減少に歯止めをかけます。 

(ロ) 新規事業企画の推進 

既存市場にこだわらずＳＳ外にも目を向け、消費者ニーズに合った販売商品の開発、販路の開拓など新

しいビジネスチャンスとなる新規事業を企画推進します。本社部門の営業力を強化し、主力事業及び新

規事業の活性化と推進力を高めてまいります 

（２）コスト削減 

全社的な経費削減運動を継続するとともに、コスト削減と資金繰りの改善を図ります。 

① 各部門ごとに役割を明確にし、在庫削減並びに鮮度管理を本社主導で進めてまいります。販売計画に基づ 

く商品仕入と、営業所の在庫管理の標準化により、過剰仕入による在庫多寡を防ぎ資金繰りの改善を図り

ます。 

② 売掛債権の回収短縮化及び回収管理の徹底により、不良債権の発生を防止し資金繰りの改善を図ります。 

③ 不採算および発展性のない事業に関しては、縮小、撤退を進めます。ただし中期、長期的に発展性が見込 

まれる事業に関しては、主力事業の効率化を図り、経営資源投入を具体化し、事業の展開を進めてまいり

ます。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

-4-



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 291,535 475,463

受取手形及び売掛金 1,215,762 1,246,935

商品及び製品 593,174 696,294

その他 85,891 178,385

貸倒引当金 △5,789 △12,356

流動資産合計 2,180,574 2,584,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 877,840 877,840

減価償却累計額 △711,428 △707,615

建物及び構築物（純額） 166,411 170,224

機械装置及び運搬具 47,764 43,181

減価償却累計額 △18,343 △16,518

機械装置及び運搬具（純額） 29,420 26,662

土地 581,783 581,783

その他 199,630 204,147

減価償却累計額 △155,859 △155,866

その他（純額） 43,771 48,280

有形固定資産合計 821,387 826,951

無形固定資産   

無形固定資産 56,019 54,964

投資その他の資産   

投資有価証券 48,858 48,153

差入保証金 515,560 454,856

その他 69,365 71,971

貸倒引当金 △35,260 △34,828

投資その他の資産合計 598,523 540,152

固定資産合計 1,475,930 1,422,069

資産合計 3,656,504 4,006,792
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 899,331 1,190,226

短期借入金 65,950 75,940

未払金 23,082 37,642

未払法人税等 13,014 47,878

その他 50,069 43,596

流動負債合計 1,051,446 1,395,284

固定負債   

長期借入金 148,300 160,600

退職給付引当金 442,447 442,031

役員退職慰労引当金 1,750 1,750

その他 23,224 23,152

固定負債合計 615,722 627,533

負債合計 1,667,168 2,022,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,870,700 1,870,700

資本剰余金 58,604 58,604

利益剰余金 62,371 57,701

自己株式 △208 △208

株主資本合計 1,991,468 1,986,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,131 △2,822

評価・換算差額等合計 △2,131 △2,822

純資産合計 1,989,336 1,983,975

負債純資産合計 3,656,504 4,006,792
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,730,706 2,418,220

売上原価 1,972,854 1,744,322

売上総利益 757,852 673,897

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 353,322 314,425

賞与引当金繰入額 9,036 －

その他 421,695 352,245

販売費及び一般管理費合計 784,054 666,670

営業利益又は営業損失（△） △26,202 7,226

営業外収益   

受取利息 532 399

その他 9,190 5,859

営業外収益合計 9,722 6,259

営業外費用   

支払利息 2,358 1,538

手形売却損 2,424 2,008

その他 240 218

営業外費用合計 5,023 3,765

経常利益又は経常損失（△） △21,503 9,720

特別利益   

賞与引当金戻入額 16,216 －

その他 3,519 6,088

特別利益合計 19,735 6,088

特別損失   

固定資産除却損 264 33

投資有価証券評価損 － 650

特別損失合計 264 683

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,033 15,126

法人税、住民税及び事業税 10,210 10,456

法人税等合計 10,210 10,456

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,243 4,669

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,243 4,669
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,033 15,126

減価償却費 10,520 12,814

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,718 △6,135

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,180 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,535 416

受取利息及び受取配当金 △556 △441

支払利息 4,783 1,538

固定資産売却損益（△は益） － △9

投資有価証券売却損益（△は益） － 650

固定資産除却損 264 33

売上債権の増減額（△は増加） △86,677 31,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,787 103,810

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,899 78,119

差入保証金の増減額（△は増加） △6,600 △67,559

仕入債務の増減額（△は減少） 73,773 △272,476

その他の流動負債の増減額（△は減少） 993 △29,675

未収消費税等の増減額（△は増加） － 4,900

未払消費税等の増減額（△は減少） △272 16,510

その他 56,435 △3,114

小計 △5,417 △114,029

利息及び配当金の受取額 424 274

利息の支払額 △4,833 △1,453

法人税等の支払額 △38,563 △41,999

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,389 △157,207

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 42,400 45,000

有形固定資産の取得による支出 △2,809 △5,570

有形固定資産の売却による収入 － 10

無形固定資産の取得による支出 △7,100 △2,981

投資有価証券の売却による収入 141 －

貸付金の回収による収入 30 1,153

差入保証金の差入による支出 △279 －

差入保証金の回収による収入 3,936 2,660

保険積立金の払戻による収入 － 298

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,318 40,570

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △22,290 △22,290

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,290 △22,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,360 △138,927

現金及び現金同等物の期首残高 583,591 400,963

現金及び現金同等物の四半期末残高 549,230 262,035
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当社の主力販売商品であるカーケア関連商品の販売先であるサービスステーション（略称：ＳＳ）業界にお

いては、景気後退に伴い顧客の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（カーケア関連商品）の販売機会の喪失等、当社グループのカーケア関連商品卸売事業を

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。 

このような環境下にあって、売上高は平成15年以降継続的に減少し営業損失を計上しております。前連結会

計年度においても 19百万円の営業損失及び 100百万円の営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しておりま

す。 

当第１四半期連結会計期間におきましては、7百万円の営業利益を計上したものの 157百万円の営業キャッシ

ュ・フローのマイナスを計上しております。 

このような状況にあって、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。このような状況を解消

すべく、下記の取り組みを具体的に実施してまいります。 

  

（１）売上高の維持拡大 

(イ) ＳＳ向け販売体制の再構築 

ＳＳの減少、ＳＳにおける取扱い商品の絞り込みが大幅な売上高減少の要因となっており、営業体制の

見直し、顧客ニーズに合った商品企画提案により売上高減少に歯止めをかけます。 

① 顧客分析によるターゲット顧客の選別、地域ルート戦略の見直しによる効率営業を実現し、顧客のニーズ 

に対応した販売施策、商品施策をスピーディーに展開してまいります。また、大手特約店とのＥＤＩ化の

推進を継続して行い、さらなる囲い込みを図ります。 

② 重点商品販売は、全社企画を中心とした商品施策を展開するとともに、新商品開発、販売に関する情報を 

可視化し全社員が共有することにより、競合他社より優位性を持った営業活動を実現させます。 

③ 営業体制の見直し 

・既存市場のターゲット分析により、効率営業を実現し人時生産性を高めます。 

・市場規模に合わせた営業体制に再編し、効率化向上と売上高拡大を図ります。 

・ＦＣ(暖簾)制度を見直し、拡大・拡張戦略を具現化し売上高拡大を図ります。 

(ロ) 新規事業企画の推進 

既存市場にこだわらずＳＳ外にも目を向け、消費者ニーズに合った販売商品の開発、販路の開拓など新

しいビジネスチャンスとなる新規事業を企画推進します。本社部門の営業力を強化し、主力事業及び新規

事業の活性化と推進力を高めてまいります。 

① 大口ユーザーとの連携強化による拡販推進 

新規事業部門による企画提案の頻度を高め、大口ユーザーとの連携強化を図り、売上高増加を図ります。

  

（２）コスト削減 

  全社的な経費削減運動を継続するとともに、コスト削減と資金繰りの改善を図ります。 

① 各部門ごとに役割を明確にし、在庫削減並びに鮮度管理を本社主導で進めてまいります。販売計画に基 

づく商品仕入と、営業所の在庫管理の標準化により、過剰仕入による在庫多寡を防ぎ資金繰りの改善を図

ります。 

② 売掛債権の回収短縮化及び回収管理の徹底により、不良債権の発生を防止し資金繰りの改善を図ります。 

③ 不採算および発展性のない事業に関しては、縮小、撤退を進めます。ただし中期、長期的に発展性が見込 

まれる事業に関しては、主力事業の効率化を図り、経営資源投入を具体化し、事業の展開を進めてまいり

ます。 

 

四半期財務諸表は継続企業を前提に作成しており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  
  

（注）１.事業区分の方法 

     事業区分は、商品の種類及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。 

    ２.各区分に属する主要な商品  
  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年６月30日）において、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。  

   

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、海外売上高がないた 

め、該当事項はありません。 

   

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〕

  

 カーケア関連

 商品販売  

 （千円） 

その他 

(千円) 

計  

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高           

(１)外部顧客に対する売上高 2,339,431 78,788 2,418,220 - 2,418,220

(２)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
323 72,720 73,044  (73,044) -

計 2,339,755 151,509 2,491,265  (73,044) 2,418,220

営業利益又は営業損失（△） 11,114 △ 7,220 3,894  △3,332 7,226

  事業の種類別     

  セグメントの名称 
事業の内容 

 カーケア関連商品販売 
 自動車補修部品、自動車ケミカル、サービスステーション備品、 

 販売促進物ギフト、自動車内小物等の販売 

   自動車ボディメンテナンス関連資材・機材の販売等、 

   看板・チラシ等の販促物の企画・製作 

 その他  自動車の販売及び整備 

   保険・旅行の代理業務、自動車の賃貸、金券・チケットの販売 

   グループ会社の社員教育、金融事業 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

｢参考資料｣

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科   目  

前年同四半期

（平成21年３月期

第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,730,706

Ⅱ 売上原価  1,972,854

  売上総利益  757,852

Ⅲ 販売費及び一般管理費  784,054

  営業損失（△）  △26,202

Ⅳ 営業外収益   9,722

Ⅴ 営業外費用   5,023

  経常損失（△）  △21,503

Ⅵ 特別利益   19,735

Ⅶ 特別損失   264

 税金等調整前四半期 

 （当期）純損失（△） 
 △2,033

 法人税等  10,210

 四半期（当期）純損失（△）  △12,243
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ａ.事業の種類別セグメント情報 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  
    
  

  
ｂ.所在地別セグメント情報 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）において、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。 

ｃ.海外売上高 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）において、海外売上高がな

いため、該当事項はありません。 

（２）セグメント情報

  

 カーケア関連

 商品販売  

 （千円） 

その他 

(千円) 

計  

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高           

(１)外部顧客に対する売上高 2,619,885 110,821 2,730,706 -  2,730,706

(２)セグメント間の内部売上高

  又は振替高 
384 47,291 47,676  (47,676) -

計 2,620,270 158,113 2,778,383  (47,676) 2,730,706

営業利益又は営業損失（△） △22,914 △ 6,727 △29,642   △3,439 △ 26,202
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