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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 43,414 5.6 573 ― 658 ― 461 ―

21年3月期第2四半期 41,123 ― △1,268 ― △789 ― △3,013 ―

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 18.97 ―

21年3月期第2四半期 △123.75 ―

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 82,285 34,623 42.1 1,421.92
21年3月期 82,354 34,025 41.3 1,397.34

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  34,623百万円 21年3月期  34,025百万円

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 ― 8.00 ― 4.00 12.00

22年3月期 ― 4.00

22年3月期 
（予想）

― 6.00 10.00

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 92,500 3.2 2,050 633.4 2,200 120.2 1,550 ― 63.68
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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  
[（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。] 

(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） 

[（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。] 

(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。 

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 有

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 24,961,573株 21年3月期  24,961,573株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  611,964株 21年3月期  611,505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 24,349,903株 21年3月期第2四半期 24,350,943株
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、輸出の回復など一部では景気回復の兆しが見られ
るものの、設備投資の減少や企業業績の悪化に伴う雇用不安や所得減少への懸念が依然として強く、景気
の先行き不透明感が続いております。 
当業界におきましては、政府による高速道路料金値下げ、エコカー減税等の景気対策を背景に、ＥＴＣ

車載器特需を中心とした物販・メンテナンスサービス需要増などの追い風がありました。一方、国内にお
ける新車販売は依然として低水準で推移していることから、自動車整備需要における企業間競争がさらに
激しさを増すなど、厳しい経営環境が続きました。 
当社グループは、このような事業環境において、引き続き主力事業であるカー用品販売事業の拡大を図

るべく、タイヤ等消耗品販売の増強および車検・カーメンテナンス等サービス部門の強化を推進し、店舗
粗利率の向上を図ってまいりました。また、人員適正化や全社的なコスト管理の徹底に取り組むことで、
財務体質の改善に努めてまいりました。 
その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、ETC車載器販売が好調に推移したことに加え、各種

営業施策・店舗指導強化による店舗売上の向上、および賃貸不動産部門の計上方法の変更を行なった結
果、前年同期比22億91百万円（5.6％）増加し、434億14百万円となりました。売上総利益は、店舗譲渡や
閉店による大幅な減少があったものの、仕入原価の低減を目的とした仕入先の見直し等を行なった結果、
前年同期比１億72百万円（1.5％）減少の110億10百万円となりました。 
また、直営店の店舗譲渡に伴う設備費と人件費の減少により、販売費及び一般管理費が前年同期比20億

13百万円（16.2％）減少した結果、営業利益は５億73百万円で前年同期比18億41百万円の増益、経常利益
は６億58百万円で前年同期比14億48百万円の増益、当期純利益につきましては、前年同期比34億75百万円
増益の４億61百万円となりました。 

  

売上高の部門別内訳につきましては、卸売部門は244億72百万円で前年同期比22億49百万円の増収
（10.1％増加）、小売部門は157億40百万円で前年同期比21億23百万円の減収（11.9％減少）となりまし
た。 

  

当第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント別の概要は次の通りであります。 

（カー用品等販売事業） 

当第２四半期連結累計期間における直営店の出退店状況につきましては、平成21年５月に荏田店（神奈
川県）、９月に福岡小田部店（福岡県）を開店、６月に目黒青葉台店（東京都）を閉店いたしました。ま
た、６月に練馬貫井店（東京都）をグループ企業より譲り受けいたしました。子会社運営店舗につきまし
ては、平成21年７月に世田谷若林店（東京都）を開店いたしました。 
その結果、当第２四半期連結累計期間末の国内店舗数は直営店59店舗、子会社店65店舗、グループ店

361店舗の計485店舗となりました。また、当第２四半期連結累計期間末の海外店舗数は20店舗であり、国
内・海外を合わせた総店舗数は505店舗となりました。 
当第２四半期連結累計期間におけるカー用品等販売事業の売上高は402億44百万円で前年同期比１億19

百万円の増収（0.3％増加）となりました。営業利益につきましては３億23百万円で前年同期比18億46百
万円の増益となりました。 

  

（賃貸不動産事業） 

当第２四半期累計期間の賃貸不動産事業の売上高は、31億70百万円で前年同期比21億71百万円の増収
（217.6％増加）となりました。営業利益につきましては、２億49百万円で前年同期比５百万円（2.0％減
少）の減益となりました。 

  

・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 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、324億７百万円（前連結会計年度末315億66
百万円）となり、８億40百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が15億93百万円増加する一
方、たな卸資産が６億54百万円減少したことによるものです。また、固定資産の残高は9億9百万円減少
し、498億77百万円（前連結会計年度末507億87百万円）となりました。結果総資産残高は822億85百万円
(前連結会計年度末823億54百万円)となりました。 

②負債 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、374億７百万円（前連結会計年度末365億19
百万円）となり、８億87百万円増加いたしました。これは主に一年以内に償還予定の社債が30億円増加
（固定負債からの20億円の振替を含む）する一方、短期借入金の15億42百万円の減少のほか支払手形及
び買掛金等が減少したことによるものです。また、固定負債の残高は102億54百万円（前連結会計年度末
118億9百万円）となり、15億54百万円減少いたしました。これは主に社債20億円が一年以内償還予定と
して流動負債へ振替になったことによるものです。結果負債残高は476億62百万円(前連結会計年度末483
億29百万円)となりました。 

③純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、346億23百万円（前連結会計年度末340億25百
万円）となり、５億97百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益を４億61百万円計上したこと
によります。 
  

当第２四半期連結累計期間における業績動向を勘案した結果、平成21年８月６日公表の通期業績予想を
修正しております。詳しくは、平成21年11月２日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照下さい。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 
 棚卸資産の評価方法 

  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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

・会計処理基準及び表示方法に関する事項の変更 
 グループ企業に対する不動産等賃貸において発生する収益及び費用に関し、従来の表示科目である
「グループ店店舗等賃貸収入」（営業外収益）は「売上高」に、同じく「グループ店店舗等賃貸原価」
（営業外費用）及び「販売費及び一般管理費」に計上していた関連費用は「売上原価」に、計上方法の
変更をいたしました。 
 当該不動産賃貸については、従来カー用品販売の拡大に資する付随的な取引との認識のもとで営業外
の損益として表示しておりましたが、今般専門部署を新設し収益事業の一つとして位置づけたことによ
り変更を行ったものです。 
 また、不動産等を賃借し転貸していた場合においては、賃貸料と賃借料の差額を「グループ店店舗等
賃貸収入」（営業外収益）として処理しておりましたが、新設専門部門の事業性・採算性を明確にする
ことを目的に、賃貸料は「売上高」に、賃借料は「売上原価」にそれぞれ総額で表示することといたし
ました。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「売上高」「売上原価」はそれぞれ21億89百
万円、21億66百万円の増加、「販売費及び一般管理費」は66百万円減少し「営業利益」は89百万円の増
加、「営業外収益」「営業外費用」はそれぞれ４億25百万円、３億35百万円減少しますが、「経常利
益」及び「税金等調整前四半期純利益」への影響はありません。 
  

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

㈱イエローハット（9882）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

4



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

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 7,509 5,915

受取手形及び売掛金 12,948 12,588

たな卸資産 7,792 8,446

その他 4,947 5,409

貸倒引当金 △790 △793

流動資産合計 32,407 31,566

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,057 27,699

減価償却累計額 △15,525 △15,285

建物及び構築物（純額） 12,531 12,413

土地 17,606 17,644

その他 3,319 3,684

減価償却累計額 △1,642 △1,556

その他（純額） 1,677 2,127

有形固定資産合計 31,816 32,186

無形固定資産   

ソフトウエア 2,037 2,250

その他 117 115

無形固定資産合計 2,155 2,366

投資その他の資産   

投資有価証券 1,132 1,143

敷金 10,824 10,904

その他 4,456 4,668

貸倒引当金 △507 △480

投資その他の資産合計 15,906 16,234

固定資産合計 49,877 50,787

資産合計 82,285 82,354
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(単位：百万円)

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   

支払手形及び買掛金 7,748 8,172

短期借入金 22,408 23,951

1年内償還予定の社債 3,000 －

未払法人税等 257 106

賞与引当金 406 333

ポイント引当金 198 226

その他 3,389 3,729

流動負債合計 37,407 36,519

固定負債   

社債 － 2,000

長期借入金 2,457 2,271

退職給付引当金 2,323 2,234

負ののれん 8 9

リース債務 1,159 816

その他 4,305 4,476

固定負債合計 10,254 11,809

負債合計 47,662 48,329

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,072 15,072

資本剰余金 9,928 9,928

利益剰余金 13,440 13,122

自己株式 △614 △614

株主資本合計 37,826 37,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △78 △327

繰延ヘッジ損益 △28 △9

土地再評価差額金 △3,119 △3,165

為替換算調整勘定 23 19

評価・換算差額等合計 △3,203 △3,483

純資産合計 34,623 34,025

負債純資産合計 82,285 82,354
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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：百万円)

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 41,123 43,414

売上原価 29,940 32,403

売上総利益 11,183 11,010

販売費及び一般管理費 12,451 10,437

営業利益又は営業損失（△） △1,268 573

営業外収益   

受取利息 124 114

グループ店店舗等賃貸収入 414 －

受取手数料 219 193

その他 304 221

営業外収益合計 1,062 530

営業外費用   

支払利息 208 215

グループ店店舗等賃貸原価 206 －

持分法による投資損失 115 54

その他 53 174

営業外費用合計 584 444

経常利益又は経常損失（△） △789 658

特別利益   

固定資産売却益 51 2

投資有価証券売却益 381 41

貸倒引当金戻入額 20 4

その他 2 －

特別利益合計 455 48

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 8 68

投資有価証券評価損 249 17

投資有価証券売却損 0 2

たな卸資産評価損 118 －

減損損失 97 101

その他 － 6

特別損失合計 473 198

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（△）

△807 508

法人税、住民税及び事業税 173 238

法人税等調整額 2,031 △192

法人税等合計 2,205 46

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,013 461
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業区分の方法  

事業区分は、商品等の種類とその市場を考慮し、カー用品等販売事業と賃貸不動産事業に区分しておりま

す。 
  
２ 各事業区分の主要商品等 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

  

 
(注) １ 事業区分の方法  

事業区分は、商品等の種類とその市場を考慮し、カー用品等販売事業と賃貸不動産事業に区分しておりま

す。 
  
２ 各事業区分の主要商品等 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 「・定性的情報・財務諸表等 4.その他」に記載しましたとおり、第１四半期連結累計期間からグループ企

業に対する不動産等賃貸において発生する収益及び費用に関し、計上方法の変更をいたしました。この変更

に伴う当第２四半期累計期間の影響額は、「売上高」で21億89百万円（増加）、「営業費用」で20億99百万

円（増加）及び「営業利益」で89百万円（増加）となっております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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)

カー用品等 
販売事業 
(百万円)

賃貸
不動産事業 
(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
  

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

40,124 998 41,123 ― 41,123

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 40,124 998 41,123 ─ 41,123

営業費用 41,647 743 42,391 ─ 42,391

営業利益又は 
営業損失（△）

△1,522 254 △1,268 ― △1,268

事業区分 主要商品等

カー用品等販売
タイヤ・ホイール商品、オーディオ・ビジュアル商品、 
洗車・オイル・ケミカル商品 他

賃貸不動産 不動産等の賃貸

  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)

カー用品等 
販売事業 
(百万円)

賃貸
不動産事業 
(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
  

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

40,244 3,170 43,414 ― 43,414

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 40,244 3,170 43,414 ─ 43,414

営業費用 39,920 2,920 42,841 ─ 42,841

営業利益 323 249 573 ― 573

事業区分 主要商品等

カー用品等販売
タイヤ・ホイール商品、オーディオ・ビジュアル商品、 
洗車・オイル・ケミカル商品 他

賃貸不動産 不動産等の賃貸

㈱イエローハット（9882）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

8



【所在地別セグメント情報】 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれ

も90％を超えている為、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項なし 

  

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)及び当第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)

【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)及び当第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)

(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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