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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,990 △9.8 △41 ― △74 ― △92 ―
21年3月期第2四半期 5,530 ― 69 ― 33 ― △53 ―

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2四半期 △23.28 ―
21年3月期第2四半期 △15.48 ―

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2四半期 7,596 630 8.3 △75.66
21年3月期 7,359 758 10.3 △52.32

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  630百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  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2四半期 4,986,871株 21年3月期第2四半期 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 －      －        －      

－3－

株式会社モンテカルロ(7569)平成22年3月期　第2四半期決算短信



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国などの景気回復により輸出や生産が持ち直している

ものの、雇用や所得環境の不安から個人消費は弱く、景気は引き続き厳しい状況にあります。 

 カー用品業界におきましては、消費者の低価格志向が高まるなか、高速道路料金の値下げにより長距離ドライ

ブを楽しむ人が増えたことで、ＥＴＣ車載器、ポータブルカーナビゲーション及びカーメンテナンス需要が増加

するなど、厳しい経済環境のなかにも、ビジネスチャンスが併存している状況です。 

 このような状況下、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」を合い言葉に、売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。 

従来の、社員に対する販売力、マネジメント力向上策に加え、トライアル店舗を選定し、店舗改装、店舗チェ

ック・改善、売場演出や接客に関する研修を継続実施しました。この結果、トライアル店舗の売上高は前年比

108.7％粗利益額は同114.4％と大きな成果をあげることができました。今後、トライアル店舗の成果を検証する

なかで、他店舗への水平展開を進めてまいります。あわせて、店舗の美化推進のため、専担者による巡回指導を

実施しているほか、スーパーバイザー４名が仕入部門、営業部門、店舗の情報を収集・整理し、一貫した販売施

策を企画し、店舗をサポートしております。 

（１）売上高 

 卸売部門の縮小、東海・静岡地区における競合激化及び中古自動車用品販売の低迷などから減収となりま

したが、長距離ドライブの増加によるオイル交換や工賃収入、ＥＴＣ車載器・ポータブルナビゲーションの

販売は好調に推移し、当初予想を上回る売上高を計上しました。連結売上高は、前年同四半期比５億40百万

円減の49億90百万円となりました。 

（２）営業損益 

 売上高の減少等により、営業損益は前年同四半期比１億11百万円減（前年同四半期は69百万円の営業利

益）の△41百万円となりました。 

（３）経常損益 

 営業利益の減少等により、経常損益は前年同四半期比１億８百万円減（前年同四半期は33百万円の経常利

益）の△74百万円となりました。 

（４）四半期純損失 

 固定資産の除却損８百万円を特別損失に計上、四半期純損失は前年同四半期比38百万円減（前年同四半期

は△53百万円の四半期純損失）の△92百万円となりました。 

売上高から四半期純損失まで、昨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を上回る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 

 小売事業におきましては、タイヤ、オイル及び工賃収入等はまず堅調に推移しました。また、８月中旬ま

でＥＴＣ車載器の需要が続きましたが、品薄状態で、すべてを売上に結びつけることはできませんでした。

カーナビゲーションでは、ポータブル型が著しい伸びをみせる一方、高級品は低迷しました。オーディオデ

ッキ、カーアクセサリー、モータースポーツ関連は低調に推移しました。 

この結果、小売部門の売上高は、前年同四半期比１億30百万円減収の38億93百万円となりました。  

（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、粗利益改善を企図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４億１百万円減収ではあ

りますが、想定を上回る５億55百万円となりました。 

（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３億16百万円となりま

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、新車販売事業

のＦシステム、貴金属買取代行は低迷しており、その他事業の売上高は前年同四半期比24百万円減収の２億

24百万円となりました。  

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２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて２億37百万円増加し、75億96百万円となりました。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３億64百万円増加し69億65百万円となりました。これは主

に、短期借入金が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１億27百万円減少し６億30百万円となりました。これ

は主に、92百万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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は９億61百万円

となり、前連結会計年度末と比較してより６億36百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累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２億２百万円（前年同四半期は２億87百万円の獲得)となりました。これは

主に売上債権が１億81百万円減少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、使用した資金は５百万円（前年同四半期は52百万円の使用)となりました。これは主に、敷

金・保証金の回収により20百万円の収入となったものの有形・無形固定資産の取得による支出が24百万円とな

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４億39百万円（前年同四半期は２億34百万円の使用)となりました。これは

主に短期借入金の純増額が５億18百万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２四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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 963,428 327,104

受取手形及び売掛金 402,657 585,066

加盟店貸勘定 62,795 73,002

商品及び製品 1,946,747 1,982,164

原材料及び貯蔵品 3,480 3,415

その他 224,289 327,105

貸倒引当金 △2,225 △3,261

流動資産合計 3,601,172 3,294,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 832,261 845,344

土地 1,476,304 1,476,304

その他（純額） 81,355 93,036

有形固定資産合計 2,389,921 2,414,685

無形固定資産 18,501 18,178

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,426,645 1,465,410

その他 243,318 246,631

貸倒引当金 △82,999 △80,054

投資その他の資産合計 1,586,963 1,631,988

固定資産合計 3,995,387 4,064,852

資産合計 7,596,559 7,359,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 703,939 748,501

短期借入金 3,111,150 2,623,850

未払法人税等 16,425 23,775

繰延税金負債 1,587 1,981

賞与引当金 36,504 34,592

ポイント引当金 20,305 22,376

その他 157,752 223,177

流動負債合計 4,047,664 3,678,254

固定負債   

長期借入金 2,649,596 2,662,566

繰延税金負債 － 1,317

退職給付引当金 237,673 228,397

負ののれん 3,165 3,261

その他 27,697 27,468

固定負債合計 2,918,133 2,923,012

負債合計 6,965,797 6,601,266
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,860 △1,221,984

自己株式 △1,244 △1,244

株主資本合計 634,886 761,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,124 △3,774

評価・換算差額等合計 △4,124 △3,774

純資産合計 630,762 758,182

負債純資産合計 7,596,559 7,359,449
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,530,918 4,990,231

売上原価 3,691,763 3,296,107

売上総利益 1,839,154 1,694,123

販売費及び一般管理費 1,769,462 1,735,463

営業利益又は営業損失（△） 69,692 △41,339

営業外収益   

受取利息 8,555 7,769

受取配当金 987 993

受取手数料 17,181 12,486

受取賃貸料 9,696 10,601

協賛金収入 2,724 1,733

その他 4,822 3,219

営業外収益合計 43,968 36,804

営業外費用   

支払利息 76,733 69,028

その他 3,064 1,431

営業外費用合計 79,798 70,459

経常利益又は経常損失（△） 33,862 △74,994

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 1,021 8,016

固定資産売却損 55 －

関係会社株式評価損 29,812 －

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 151,302 8,016

税金等調整前四半期純損失（△） △45,817 △83,011

法人税、住民税及び事業税 7,797 10,767

法人税等調整額 － △1,711

法人税等合計 7,797 9,055

四半期純損失（△） △53,615 △92,066
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,830,494 2,584,434

売上原価 1,886,924 1,713,780

売上総利益 943,570 870,654

販売費及び一般管理費 900,793 875,904

営業利益又は営業損失（△） 42,776 △5,250

営業外収益   

受取利息 4,592 3,644

受取手数料 9,214 7,524

受取賃貸料 5,000 4,900

協賛金収入 2,443 1,147

その他 1,903 1,378

営業外収益合計 23,155 18,594

営業外費用   

支払利息 37,954 35,348

その他 1,874 987

営業外費用合計 39,829 36,336

経常利益又は経常損失（△） 26,103 △22,992

特別損失   

固定資産除却損 966 1,539

固定資産売却損 55 －

関係会社株式評価損 12,021 －

特別損失合計 13,043 1,539

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（△）

13,059 △24,531

法人税、住民税及び事業税 3,586 6,155

法人税等調整額 － △2,266

法人税等合計 3,586 3,889

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,473 △28,420

－9－

株式会社モンテカルロ(7569)平成22年3月期　第2四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △45,817 △83,011

減価償却費 45,828 43,386

負ののれん償却額 △95 △95

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,276 1,909

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,961 1,912

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,691 △2,071

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,085 9,276

受取利息及び受取配当金 △9,543 △8,763

支払利息 76,733 69,028

受取保険金 △71,622 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,077 8,016

関係会社株式評価損 29,812 －

災害損失 33,332 －

売上債権の増減額（△は増加） 170,588 181,650

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,496 35,351

仕入債務の増減額（△は減少） △5,153 60,826

その他 △48,513 △37,034

小計 306,967 280,380

利息及び配当金の受取額 3,326 8,760

利息の支払額 △76,893 △70,432

保険金の受取額 71,622 －

法人税等の支払額 △17,367 △16,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 287,656 202,550

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 △62,598 △24,264

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 △1,768 △1,875

敷金及び保証金の回収による収入 11,439 20,129

貸付金の回収による収入 120 458

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,365 △5,551

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） △2,000 518,500

長期借入れによる収入 － 140,000

長期借入金の返済による支出 △232,980 △184,170

配当金の支払額 － △35,004

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,980 439,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310 636,324

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 195,651 961,428
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 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間

(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間においては、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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間

(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連

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。 

（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
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該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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