
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 モンテカルロ 上場取引所 JQ 
コード番号 7569 URL http://monte-carlo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 森田映一
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理本部部長 （氏名） 高橋祐司 TEL 082-501-2077
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日
配当支払開始予定日 ―

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 2,405 △10.9 △36 ― △52 ― △63 ―
21年3月期第1四半期 2,700 ― 26 ― 7 ― △63 ―

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 △15.16 ―
21年3月期第1四半期 △15.00 ―

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 7,431 666 9.0 △66.10
21年3月期 7,359 758 10.3 △52.32

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  666百万円 21年3月期  758百万円

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  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と利権関係の異なる種類株式(非上場)の配当については、３ページ
「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

4,960 △10.3 △55 ― △84 ― △92 ― △23.36

通期 10,573 △7.7 262 △1.6 183 △7.5 119 84.4 14.37
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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  有  
詳細は、５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) 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．平成22年３月期の連結業績予想は、「平成21年３月期決算短信」(平成21年５月15日)において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、５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。 

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 4,992,523株 21年3月期  4,992,523株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,652株 21年3月期  5,652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 4,986,871株 21年3月期第1四半期 4,987,371株
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普通株式と利権関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

  

(注)現時点において平成22年３月期における期末配当予想額は未定であります。  

種類株式の配当の状況

  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 

第１回Ａ種優先株式      

21年３月期  －       0 00 －      58 34 58 34 

22年３月期  －       －      －      －                  

22年３月期（予想）  －       0 00 －      －        －      
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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、在庫調整の一巡や経済対策の効果などから一部持ち直しの

動きがみられるものの、雇用不安や所得減少により個人消費は弱めの動きとなっており、総じて非常に厳しい状

況で推移いたしました。 

 カー用品業界におきましては、景気低迷の影響を受け消費者の低価格志向が高まっており、引き続き厳しい環

境が続いております。反面、ＥＴＣ車載器の販売は好調を維持、カーメンテナンス需要も高まりつつあります。 

 このような状況の下、当社グループは、コスト削減を徹底するなかで、カーメンテナンス関連の営業活動を更

に強化するほか、「原点回帰」を合言葉に、売り場を起点とした新たな成長戦略に取り組んでまいりました。 

従来、社員の販売力・マネジメント力向上を営業施策の中心に据えておりましたが、それに加えて「ワクワ

ク、ドキドキする店舗づくり」をテーマに、モデル地区を設定し、店舗チェック・改善、売場演出、社員研修を

実施、集客力のある店舗づくりを目指して活動しております。また、６Ｓ運動（六つのＳを実行：整理、整頓、

清掃、清潔、躾、作法）を徹底するため、専担者による巡回指導を実施するほか、営業企画課内にスーパーバイ

ザー４名を置き、商品部、営業本部、店舗の情報を共有、一貫した販売促進施策で店舗をサポートする体制を整

えました。 

モデル地区の成果を検証し、全店にフィードバックすることで、当グループ全体の底上げを図ってまいる所存で

あります。 

（１）売上高 

 卸売部門の縮小、オーディオデッキの販売不振、カーナビゲーションの販売単価の低下などに伴い減収と

なりましたが、カーメンテナンス関連の営業活動に地道に取り組んだ結果、タイヤ、バッテリー、オイル及

びＥＴＣ車載器の販売並びに工賃収入は好調に推移しました。連結売上高は前年同四半期比２億94百万円減

の24億５百万円となりました。 

（２）営業損益 

 売上高及びリベートの減少等により、営業損益は前年同四半期比63百万円減（前年同四半期は26百万円の

営業利益）の△36百万円となりました。 

（３）経常損益 

 営業損益の減少等により、経常損益は前年同四半期比59百万円減（前年同四半期は７百万円の経常利益）

の△52百万円となりました。 

（４）四半期純損失 

 固定資産の除却損６百万円を特別損失に計上、四半期純損失は前年同四半期並みの63百万円となりまし

た。 

売上高から経常損益段階まで、前年同四半期比ではマイナスとなっておりますが、現下の厳しい経営環境を前提

に策定した当初予想どおりの進捗で推移しております。 

  

事業の部門別業績は次のとおりであります。 

（１）自動車用品の小売事業 

 小売事業につきましては、タイヤ、バッテリー、オイルなどの消耗品の販売やカーメンテナンスに係る工

賃収入は堅調に推移しました。またＥＴＣ車載器の需要が続きましたが、品薄状態で、売上にすべて結びつ

けることはできませんでした。一方、新車販売不振に伴うオーディオデッキの販売低調や、ポータブルナビ

ゲーションの普及による販売単価の低下及び取り付け工賃収入の減少等により、売上高は前年同四半期比１

億７百万円減収の18億47百万円となりました。 

（２）自動車用品の卸売事業 

 卸売事業につきましては、経営改善計画の一環で昨年実施した営業所の廃止及び受発注フロントの人員縮

小、粗利益改善を目指した販売先の絞り込み等により、売上高は、前年同四半期比１億99百万円減収ではあ

りますが、想定を上回る２億87百万円となりました。 

（３）フランチャイズ事業 

 フランチャイズ加盟店の経営努力により、売上高は前年同四半期比16百万円増収の１億66百万円となりま

した。 

（４）その他事業 

 車検・整備事業の光速王、携帯電話販売事業のソフトバンクサイトは増収となりましたが、不況による新

車販売事業Ｆシステムの不振、金相場下落による貴金属買取代行事業ダイヤバンクの不調等もあり、その他

事業の売上高は前年同四半期比４百万円減収の１億５百万円となりました。 

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
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて72百万円増加し、74億31百万円となりました。これは

主に、現金及び預金の増加によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて１億63百万円増加し67億65百万円となりました。これは主

に、買掛金が１億83百万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、当前連結会計年度末に比べて91百万円減少し６億63百万円となりました。これは主

に、63百万円の四半期純損失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１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前連結会計年度よ

り２億45百万円増加し、当四半期連結会計期間末には５億70百万円（前年同四半期は４億75百万円)となりまし

た。 

 当第１四半期連結会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２億14百万円（前年同四半期は１億61百万円の獲得)となりました。これは

主に仕入債務が３億42百万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、得られた資金は14百万円（前年同四半期は３百万円の使用)となりました。これは主に、敷

金・保証金等の減少による取得が19百万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、得られた資金は16百万円（前年同四半期は１億22百万円の獲得)となりました。これは主に

短期借入金の純増額が１億43百万円となったことによるものです。 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表した金額より変更しておりません。 

  

  該当事項はありません。  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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１四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。 

 該当事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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
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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 572,547 327,104

受取手形及び売掛金 444,958 585,066

加盟店貸勘定 76,883 73,002

商品及び製品 2,144,489 1,982,164

原材料及び貯蔵品 3,396 3,415

その他 157,905 327,105

貸倒引当金 △2,537 △3,261

流動資産合計 3,397,643 3,294,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 845,538 845,344

土地 1,476,304 1,476,304

その他（純額） 86,432 93,036

有形固定資産合計 2,408,275 2,414,685

無形固定資産 18,705 18,178

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,434,418 1,465,410

その他 253,936 246,631

貸倒引当金 △81,526 △80,054

投資その他の資産合計 1,606,828 1,631,988

固定資産合計 4,033,810 4,064,852

資産合計 7,431,453 7,359,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 922,891 748,501

短期借入金 2,732,770 2,623,850

未払法人税等 7,039 23,775

繰延税金負債 2,555 1,981

賞与引当金 11,613 34,592

ポイント引当金 22,483 22,376

その他 191,783 223,177

流動負債合計 3,891,136 3,678,254

固定負債   

長期借入金 2,605,581 2,662,566

繰延税金負債 3,376 1,317

退職給付引当金 234,201 228,397

負ののれん 3,213 3,261

その他 27,570 27,468

固定負債合計 2,873,943 2,923,012

負債合計 6,765,080 6,601,266
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 1,270,039

資本剰余金 33,270 715,146

利益剰余金 31,281 △1,221,984

自己株式 △1,244 △1,244

株主資本合計 663,307 761,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,065 △3,774

評価・換算差額等合計 3,065 △3,774

純資産合計 666,373 758,182

負債純資産合計 7,431,453 7,359,449
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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 2,700,424 2,405,796

売上原価 1,804,839 1,582,327

売上総利益 895,584 823,469

販売費及び一般管理費 868,669 859,558

営業利益又は営業損失（△） 26,915 △36,089

営業外収益   

受取利息 3,962 4,125

受取配当金 987 993

受取手数料 7,967 4,962

受取賃貸料 4,695 5,700

協賛金収入 281 586

その他 2,918 1,840

営業外収益合計 20,812 18,209

営業外費用   

支払利息 38,779 33,679

その他 1,189 443

営業外費用合計 39,969 34,123

経常利益又は経常損失（△） 7,759 △52,002

特別利益   

受取保険金 71,622 －

特別利益合計 71,622 －

特別損失   

固定資産除却損 55 6,477

関係会社株式評価損 17,790 －

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 138,258 6,477

税金等調整前四半期純損失（△） △58,876 △58,479

法人税、住民税及び事業税 4,211 4,611

法人税等調整額 － 555

法人税等合計 4,211 5,166

四半期純損失（△） △63,088 △63,646
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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損失（△） △58,876 △58,479

減価償却費 22,538 21,304

負ののれん償却額 △47 △47

貸倒引当金の増減額（△は減少） 895 748

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,324 △22,979

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,710 107

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,412 5,804

受取利息及び受取配当金 △4,950 △5,119

支払利息 38,779 33,679

受取保険金 △71,622 －

有形固定資産売却損益（△は益） 55 6,477

関係会社株式評価損 17,790 －

災害損失 33,332 －

売上債権の増減額（△は増加） 78,549 126,955

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,140 △162,306

仕入債務の増減額（△は減少） 283,251 342,345

その他 △83,623 △29,886

小計 217,132 258,603

利息及び配当金の受取額 1,814 5,117

利息の支払額 △39,755 △32,761

法人税等の支払額 △17,901 △16,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,290 214,397

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 △12,675 △4,389

有形及び無形固定資産の売却による収入 442 －

敷金及び保証金の差入による支出 △1,196 △1,468

敷金及び保証金の回収による収入 10,163 19,574

貸付金の回収による収入 60 398

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,205 14,114

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） 244,000 143,510

長期借入金の返済による支出 △121,500 △91,575

配当金の支払額 － △35,004

財務活動によるキャッシュ・フロー 122,500 16,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280,584 245,443

現金及び現金同等物の期首残高 195,341 325,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 475,925 570,547
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 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) 

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１四半期連結累計期間においては、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。 

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) 

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) 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

 当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会において、資本金670,039千円及び資本準備金715,146千円を減

少し、欠損填補及び会社法第448条第１項の規定に基づくその他資本剰余金への振替を決議しております。ま

た、同株主総会において、その他資本剰余金による配当金の支払いを決議しました。この結果、当第１四半期連

結会計期間末において資本金が600,000千円、資本準備金が3,500千円となっております。 

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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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

６．その他の情報
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