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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 19,129 2.1 1,089 168.5 1,202 107.0 677 365.1
21年3月期第2四半期 18,734 ― 405 ― 581 ― 145 ―

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 75.08 ―
21年3月期第2四半期 16.08 ―

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 27,715 8,979 32.4 996.50
21年3月期 28,934 8,368 28.9 927.23

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,979百万円 21年3月期  8,368百万円

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
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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 8.00
22年3月期 

（予想）
― 8.00 16.00

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  有   

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 39,770 5.4 1,950 103.3 2,100 60.3 1,165 100.5 129.23

－ 1 －



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  
(注)詳細は、４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 
本資料に記載されている業績予想に関する記述は、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。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定
性的情報をご覧下さい。 

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 10,126,800株 21年3月期  10,126,800株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,116,138株 21年3月期  1,102,038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  9,019,412株 21年3月期第2四半期  9,051,128株

－ 2 －



【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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライムローン問題の世界的な拡大・金融界から実業

界への拡大等から極めて厳しい状況を余儀なくされました。 

当社グループが属する業界も、カー用品業界・建設不動産業界を中心として、厳しい運営を余儀なくされました。 

このような状況の中、当社グループは、お客様の期待、必要とされていることの把握に総力を挙げ、親切な接客・豊富な品

揃え・わかりやすい売り場作りに引続き注力致しました。 

カー用品事業につきましては、既存店の売上拡大・売上利益率の向上・販管費の節減に注力致しました。 4 月には、岐

阜県の既存 1 店舗のリロケーションを行ないました。前年同四半期比、1 店舗多い 29 店舗で営業し、6 月から 7 月にキャッ

シュバックセールを実施致しました。タイヤ・ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ関連用品・小物用品は不振でしたが、ETC・オイル・ピットサービス

が好調で、わずかながら増収を確保することが出来ました。ＥＴＣ効果並びに安易な安売り競争を排除したことから売上利益

率が向上し、持株会社への業務代行料が前年 10 月より発生したことから、販管費比率は上昇しましたが、増益を確保するこ

とが出来ました。 

ブライダル事業につきましては、前年同四半期比、1 店舗多い５店舗で営業し、受注の確保に注力致しました。前年 10 月

にオープンしました新店（新横浜）と本年 2 月に増築しました既存店（名古屋）のフル寄与で、大幅な増収・増益を確保するこ

とが出来ました。 

建設不動産事業につきましては、サブプライム問題の不動産業界への影響に万全の注意を払い物件の取得には慎重な

スタンスを基本と致しました。前年同四半期比、上記、ブライダル関連の工事売上がなかったこと等から、大幅な減収・小幅

な減益を余儀なくされました。なお、今後の収益性を勘案し、6 月から 7 月にフィールズ（賃貸不動産仲介）店舗 6 店舗の内、

2 店舗を閉店致しました。 

レンタル・ゲーム事業につきましては、カー用品事業同様、既存店の売上拡大・売上利益率向上・販管費の節減に注力

致しました。前年同四半期比、1 店舗多い 20 店舗で運営し、増収は確保できましたが、ヒット商品不足・競合店の出店による

売上利益率低下と販管費増から、減益を余儀なくされました。 

その他の事業につきましては、コンピュータソフト部門・飲食部門共、景気低迷の影響を受け、大幅な減収・減益を余儀な

くされました。飲食部門では、7 月に 1 店舗を新規出店致しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、19,129 百万円と前年同四半期比、2.1％の増収を確保することが出

来ました。経常利益は、1,202 百万円と前年同四半期比、107.0％の大幅な増益となりました。また、四半期純利益も、上記、

経常利益の増益と前年同期に比較して大きな特別損失がなかったこと、少数株主利益の控除もなくなったこと等から、677

百万円と前年同四半期比、365.1％の大幅な増益となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間末における総資産は、27,715 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,219 百万円の減少と

なりました。その主な要因は、現預金水準を適正水準見地より減額したこと・建設不動産事業のたな卸資産が賃貸物件売却

により減少したこと等によるものです。なお、純資産は、8,979 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、611 百万円の増加と

なりました。自己資本比率は、32.4％と前連結会計年度末に比べ、3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇致しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,227 百万円の増加（前年同四半期は 145 百万円の減少）となりました。これは主と

して税金等調整前四半期（当期）純利益の増加、たな卸し資産の減少、前受金の増加等によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、530 百万円の減少（前年同四半期は 2,928 百万円の減少）となりました。これは主と

して有形固定資産の取得による支出によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、2,474 百万円の減少（前年同四半期は 3,120 百万円の増加）となりました。これは主

として長短借入金の減少によるものです。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 777 百万円減少し、

1,976 百万円となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

わが国経済は、消費の低迷・将来不安の継続等で、依然として厳しい状況を余儀なくされるものと思われます。当社グル

ープを取り巻く経済環境も同様と思われます。 

このような状況のもとで、当社グループは、カー用品事業では、既存店舗の質の向上・収益の向上に注力し、ブライダル

事業では、既存店舗の受注確保と来年４月の名古屋の新規出店に注力し、建設不動産事業では、慎重なスタンスのもとで

売買時期を見定め、開発プロジェクト案件・賃貸物件確保に引き続き注力し、レンタル・ゲーム事業では、レンタル・ゲーム各

1 店舗の新規出店に注力し、その他の事業のコンピュータソフト部門では、受注確保、飲食部門では、前記、新規出店 1 店

舗の収益向上に注力し、適正な利益の確保・販管費のきめ細やかな管理・人材育成・お客様に満足して いただけるサービ

スの向上を推進していく所存です。 

これにより、通期の売上高は、39,770 百万円、営業利益は、1,950 百万円、経常利益は、2,100 百万円、当期純利益は、

1,165 百万円を見込んでおります。前記の通期予想は、最近の業績の動向等を踏まえ、平成 21 年 5 月 15 日付当社「平成

21 年 3 月期決算短信」にて発表致ました通期予想を修正致しております。詳しくは、本日付で発表致しました平成 22 年 3

月期通期業績予想の修正に関するお知らせをご参照ください。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

①簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価 切下げを行う方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用する資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定しておりま

す。 

・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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法により算定しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実行税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。なお、法人税

調整額等は法人税等に含めて表示しております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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 2,176,590 2,954,366 

売掛金 959,620 1,104,580 

たな卸資産 6,780,118 7,119,709 

繰延税金資産 310,908 310,908 

その他 882,449 921,973 

貸倒引当金 △6,153 △7,719 

流動資産合計 11,103,534 12,403,818 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,128,794 7,281,711 

土地 2,675,692 2,675,692 

リース資産（純額） 271,838 246,540 

その他（純額） 1,274,770 994,577 

有形固定資産合計 11,351,095 11,198,522 

無形固定資産   

のれん 36,796 41,444 

その他 53,841 21,416 

無形固定資産合計 90,637 62,860 

投資その他の資産   

投資有価証券 342,828 349,310 

長期貸付金 311,760 318,017 

長期前払費用 196,491 130,532 

差入保証金 3,524,599 3,679,130 

繰延税金資産 536,314 541,276 

その他 282,336 277,165 

貸倒引当金 △24,213 △25,993 

投資その他の資産合計 5,170,117 5,269,439 

固定資産合計 16,611,850 16,530,822 

資産合計 27,715,385 28,934,640 
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,437,626 1,458,043 

短期借入金 7,740,634 9,605,278 

未払法人税等 500,008 310,756 

未払消費税等 172,380 147,999 

未成工事受入金 11,490 490 

賞与引当金 441,112 397,620 

ポイント引当金 171,748 143,706 

その他 2,234,947 1,846,451 

流動負債合計 12,709,949 13,910,346 

固定負債   

社債 10,000 20,000 

長期借入金 4,018,562 4,518,694 

長期預り保証金 1,343,436 1,470,759 

退職給付引当金 248,186 255,258 

負ののれん 47,871 54,253 

その他 358,296 337,325 

固定負債合計 6,026,352 6,656,291 

負債合計 18,736,302 20,566,637 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,314,100 1,314,100 

資本剰余金 1,824,791 1,824,791 

利益剰余金 6,423,292 5,809,329 

自己株式 △599,887 △593,999 

株主資本合計 8,962,295 8,354,221 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,787 13,781 

評価・換算差額等合計 16,787 13,781 

純資産合計 8,979,082 8,368,002 

負債純資産合計 27,715,385 28,934,640 
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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 18,734,570 19,129,590 

売上原価 11,822,764 11,247,380 

売上総利益 6,911,805 7,882,209 

販売費及び一般管理費 6,506,052 6,792,567 

営業利益 405,753 1,089,641 

営業外収益   

受取利息及び配当金 11,843 11,493 

受取手数料 174,573 81,230 

受取家賃 38,894 25,476 

その他 87,503 125,526 

営業外収益合計 312,815 243,726 

営業外費用   

支払利息 101,405 105,277 

その他 36,162 25,245 

営業外費用合計 137,567 130,523 

経常利益 581,000 1,202,845 

特別利益   

投資有価証券売却益 2,190 － 

固定資産売却益 1,721 － 

貸倒引当金戻入額 1,034 9,161 

退職給付制度改定益 － 13,197 

その他 － 7,782 

特別利益合計 4,945 30,140 

特別損失   

固定資産除却損 44,293 7,578 

固定資産売却損 － 123 

店舗閉鎖損失 － 10,837 

投資有価証券売却損 － 1,120 

退職給付制度改定損 37,656 － 

賃貸借契約解約損 22,700 － 

リース解約損 186 － 

その他 － 3,085 

特別損失合計 104,836 22,746 

税金等調整前四半期純利益 481,109 1,210,239 

法人税等 254,774 533,103 

少数株主利益 80,757 － 

四半期純利益 145,576 677,135 
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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利益 481,109 1,210,239 

減価償却費 307,256 490,651 

引当金の増減額（△は減少） 36,730 56,515 

受取利息及び受取配当金 △11,843 △11,493 

支払利息 101,405 105,277 

売上債権の増減額（△は増加） 167,322 144,960 

たな卸資産の増減額（△は増加） △746,732 339,590 

仕入債務の増減額（△は減少） 65,471 △20,416 

その他 104,940 350,427 

小計 505,660 2,665,752 

利息及び配当金の受取額 8,783 7,282 

利息の支払額 △102,778 △104,633 

法人税等の支払額 △556,974 △341,089 

営業活動によるキャッシュ・フロー △145,309 2,227,310 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,181,640 △595,013 

有形固定資産の売却による収入 3,494 571 

投資有価証券の取得による支出 △3,059 △1,841 

投資有価証券の売却による収入 5,002 12,275 

貸付けによる支出 △1,300 － 

貸付金の回収による収入 5,893 6,133 

長期前払費用の取得による支出 △780,730 △16,655 

差入保証金の差入による支出 △345,800 △20,059 

差入保証金の回収による収入 59,954 100,428 

関係会社株式の取得による支出 △703,500 － 

定期預金の預入による支出 △50,000 － 

定期預金の払戻による収入 62,192 － 

その他 870 △16,813 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,928,622 △530,975 

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） 1,595,518 △1,848,084 

社債の償還による支出 △110,000 △10,000 

長期借入れによる収入 3,350,000 418,000 

長期借入金の返済による支出 △1,642,262 △934,692 

配当金の支払額 △63,384 △63,173 

少数株主への配当金の支払額 △7,035 － 

その他 △2,360 △36,161 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,120,476 △2,474,110 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,544 △777,775 
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（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) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,225,054 2,754,366 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,271,598 1,976,590 
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　（4）継続企業の前提に関する注記

　　　　　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】

　　　　　　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)
カー用品 ブライダル 建設不動産 レンタル・ その他の 消去又は

事業 事業 事業 ゲーム事業 事業 全社

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　　売上高

　(1)外部顧客に対する売上高 9,697,718 3,724,232 3,204,065 1,696,877 411,676 18,734,570 　― 18,734,570
　(2) セグメント間の内部

　　　 売上高又は振替高

計 9,698,494 3,724,232 3,366,430 1,696,877 423,429 18,909,464 △ 174,893 18,734,570

　　営業費用 9,485,057 3,715,459 3,109,882 1,620,425 389,754 18,320,579 8,237 18,328,817

　　営業利益 213,436 8,773 256,548 76,451 33,674 588,884 △ 183,131 405,753

　　　　　　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)
カー用品 ブライダル 建設不動産 レンタル・ その他の 消去又は

事業 事業 事業 ゲーム事業 事業 全社

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　　売上高

　(1)外部顧客に対する売上高 9,888,220 5,506,189 1,657,924 1,724,541 352,714 19,129,590 　― 19,129,590
　(2) セグメント間の内部

　　　 売上高又は振替高

計 9,892,015 5,506,189 2,200,794 1,724,541 368,395 19,691,935 △ 562,345 19,129,590

　　営業費用 9,632,069 4,946,617 1,959,050 1,682,122 359,158 18,579,019 △ 539,070 18,039,948

　　営業利益 259,945 559,572 241,743 42,418 9,236 1,112,916 △ 23,274 1,089,641

　【所在地別セグメント情報】

　　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)

　　　　　当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、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)

　　　　　当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありません。

　【海外売上高】

　　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)

　　　　　当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、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)

　　　　　当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありません。

　（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　　　該当事項はありません。

15,680 562,345 △ 562,345 　―3,794 　― 542,869 　―

△ 174,893

計 連結

計 連結

　―776 　― 162,365 　― 11,752 174,893
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　 ６.その他の情報

　　・販売の状況

(単位：千円)

カー用品事業

　タイヤ 1,485,112 1,433,323

　ホイール 209,784 169,354

　カーオーディオ 2,528,293 2,673,086

　モータースポーツ関連用品 698,722 608,966

　オイル 616,429 696,204

　小物用品 1,934,191 1,927,566

　バッテリー 392,605 401,991

　物販小計 7,865,138 7,910,493

　サービス 1,722,337 1,924,707

　車輛販売 111,018 56,814

　カー用品事業小計 9,698,494 9,892,015

　内部売上消去等 △ 776 △ 3,794

カー用品事業計 9,697,718 51.8 9,888,220 51.7

ブライダル事業 3,724,232 5,506,189

　内部売上消去等 　― 　―

ブライダル事業計 3,724,232 19.9 5,506,189 28.8

建設不動産事業 3,366,430 2,200,794

　内部売上消去等 △ 162,365 △ 542,869

建設不動産事業計 3,204,065 17.1 1,657,924 8.7

レンタル・ゲーム事業 1,696,877 1,724,541

　内部売上消去等 　― 　―

レンタル・ゲーム事業計 1,696,877 9.0 1,724,541 9.0

その他の事業 423,429 368,395

　内部売上消去等 △ 11,752 △ 15,680

その他の事業計 411,676 2.2 352,714 1.8

合計 18,734,570 100.0 19,129,590 100.0

(注) 

　１　金額は、販売価格によっております。

　２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

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)

金 額 構成比(％)

　至　平成20年９月30日)

金 額 構成比(％)

事業の種類別セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日
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