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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 6,879 △6.7 △465 ― △354 ― △379 ―
21年3月期第2四半期 7,373 ― △538 ― △398 ― 15 ―

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 △68.37 ―
21年3月期第2四半期 2.84 ―

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 10,153 1,558 15.3 280.77
21年3月期 10,025 1,938 19.3 349.14

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,558百万円 21年3月期  1,938百万円

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 ― 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 14,480 △6.9 △440 ― △215 ― △245 ― △30.34



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） 

（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。 

(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．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、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な
要因によって大きく異なる場合があります。 

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 5,551,000株 21年3月期  5,551,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  170株 21年3月期  170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 5,550,830株 21年3月期第2四半期 5,550,846株



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、景気対策等により一部持ち直しの兆しが見えたものの、需要全

般に力強さが感じられず、雇用情勢の悪化とともに、行き先不透明感が強まり、個人消費も低迷するなど、引き続き

厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループでは、「平成21年度経営計画」に基づき、テナント開発、商品コストダウン、

本部人材を使った新組織の構築による新規ビジネスからの収益増、人件費の削減等に着手しております。 

テナント開発につきましては、４月に新山下店へヤマダ電機をテナントとして迎え入れ、複合店としてリニューア

ルオープン致しました。 

人件費の削減につきましては、５月より従業員の５～20％の給与カットを実施いたしました。 

商品別の売上につきましては、車検事業が昨年に引続き既存店前年同期比110.6％と堅調な推移を果たしました。

売上の柱であるタイヤ・オーディオについても、タイヤで既存店前年同期比102.1％、オーディオで既存店前年同期

比125.0％と価格競争の厳しい中、売上面で健闘いたしました。オイル・用品・スポーツについては、不振が続いて

おり既存店前年同期実績を割り込む形となっています。全体の売上については、既存店ベースで2.7％ほどの増収と

なりました。 

商品別の粗利額につきましては、車検事業が売上と共に堅調に推移し既存店前年同期比112.2％となり、タイヤ・

オーディオについても、タイヤで既存店前年同期比104.0％、オーディオで102.5％となりました。バッテリーについ

ては、売上が既存店前年同期実績を割ったものの、粗利額では、既存店前年同期比102.5％と健闘いたしました。そ

の他の事業につきましては、売上と共に不振が続いており、全体の粗利額については、既存店ベースで8.5％ほどの

減益となりました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は6,879百万円（前年同期比6.7％減少）、

経常損失は354百万円（前年同期比44百万円改善）、四半期純損失は379百万円（前年同期比395百万円悪化）となり

ました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）財政状態 

当第２四半期末の総資産は10,153百万円となり、前連結会計年度末比127 百万円の増加、負債は8,595百万円と

なり、前連結会計年度末比507百万円の増加、純資産は1,558百万円で、前連結会計年度末比379百万円の減少とな

りました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比4.0ポイント減の15.3％となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、173百万円となり、前連

結会計年度末と比較して324百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は、334百万円（前年同期比18.0％増）となりました。主なマイナス要因は、税金

等調整前四半期純損失362百万円、未払消費税等の減少額108百万円等であり、主なプラス要因は、減価償却費199

百万円、売上債権の増加額102百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、25百万円（前年同期比93.7％減）となりました。主なプラス要因は、長期預り

保証金受入による収入849百万円、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出892百万円等であります。

（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、15百万円（前年同期比94.4％減）となりました。主に長期借入金の返済12百万

円によるものであります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間において、コストダウンによる収益改善の施策は、計画通り進捗しておりますが、粗利

額については未達となり、経常利益にて計画比乖離が生じております。売上については、下げ止まり感が出てきてい

るものの、粗利率改善については、売上の拡大と在庫圧縮により運転資金を確保する対応策を実行したことから、第

１四半期より低下し計画数値に至っていない状況です。 

当社は、平成21年10月22日に505百万円の第三者割当による新株式発行の払込を完了いたしました。これにより当

面の資金繰りを確保したことから、当社グループとして、期初に計画した粗利を確実に確保していくという方針に切

り替えております。「平成21年度経営計画」の実施状況を踏まえ、お客様の購買行動に則したマーケティング活動を

行うことにより、緩やかな売上構築を行い、同時にコスト削減計画を強力に推し進め、事業計画の統括管理が行える

指導体制を構築します。具体的には、組織間の情報伝達機会を密にして、売上目標管理を徹底し、仕入方法の変更に

よるコストダウンを実現させ、人員適正化と人件費削減を同時に行い、合理的な販促活動により広告宣伝費を削減さ

せることなどを計画しております。 

なお、平成22年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月２日付で公表いたしました「業績予想

の修正に関するお知らせ」から変更はありません。 

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 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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

げを行なう方法を採用しております。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（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 

表示方法の変更  

 （四半期連結貸借対照表関係） 

 前第２四半期連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「長期預り敷金保証

金」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。な

お、前第２四半期連結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「長期預り敷金保証金」は197,565千円であ

ります。  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等 

 継続企業の前提に関する注記について 

当社グループは、前連結会計年度まで３期連続の経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フロー

についても３期連続してマイナスとなりました。当第２四半期連結累計期間においても、経常損失、四半期純損

失を計上し、営業キャッシュ・フローもマイナスとなっております。 

また、資金面においても、平成20年５月30日付けの全ての取引金融機関との「債権者間協定書」締結により、

平成22年７月31日までの借入金債務の返済猶予を受けておりますが、その後も継続して資金支援を得られるか不

透明な状況にあります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消するために、平成21年10月22日に505百万円の第三

者割当による新株式発行の払込を完了しました。これにより、当面の資金を確保しており、今後一年間の資金繰

りにも問題はありませんが、金融機関からの平成22年７月31日以降の資金支援については引き続き協議を行なっ

ております。 

 また、当社グループは「平成21年度経営計画」に着手しており、下期においては、売上目標管理を徹底し、仕

入方法の変更によるコストダウンを実現させ、人員適正化と人件費削減を同時に行い、合理的な販促活動による

広告宣伝費の削減等を計画しております。 



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 173,172 497,533

受取手形及び売掛金 335,689 438,661

商品及び製品 784,408 853,342

その他 242,157 199,644

貸倒引当金 △419 △504

流動資産合計 1,535,008 1,988,677

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,906,949 3,638,819

減価償却累計額 △1,479,622 △1,389,762

建物（純額） 3,427,327 2,249,056

土地 2,512,186 2,512,801

その他 1,613,993 2,250,922

減価償却累計額 △1,061,287 △1,112,632

その他（純額） 552,705 1,138,290

有形固定資産合計 6,492,219 5,900,149

無形固定資産 66,308 75,511

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,023,244 2,026,526

その他 43,693 45,756

貸倒引当金 △6,809 △10,843

投資その他の資産合計 2,060,128 2,061,439

固定資産合計 8,618,656 8,037,100

資産合計 10,153,665 10,025,777

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 803,788 796,287

短期借入金 332,420 455,307

未払法人税等 25,877 22,148

賞与引当金 55,674 61,804

事業構造改善引当金 45,206 67,363

その他 750,927 1,006,334

流動負債合計 2,013,893 2,409,245

固定負債   

長期借入金 5,047,904 4,927,677

長期預り敷金保証金 1,449,635 643,310

その他 83,752 107,531

固定負債合計 6,581,292 5,678,518

負債合計 8,595,186 8,087,764



（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 839,400 839,400

資本剰余金 1,000,044 1,000,044

利益剰余金 △280,821 98,713

自己株式 △143 △143

株主資本合計 1,558,478 1,938,013

純資産合計 1,558,478 1,938,013

負債純資産合計 10,153,665 10,025,777



（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 7,373,568 6,879,212

売上原価 4,765,537 4,675,518

売上総利益 2,608,031 2,203,694

販売費及び一般管理費 3,146,204 2,668,788

営業損失（△） △538,173 △465,094

営業外収益   

附随業収入 188,107 313,773

受取手数料 91,727 66,417

その他 60,444 42,917

営業外収益合計 340,279 423,108

営業外費用   

支払利息 56,136 63,220

附随業原価 140,074 246,839

その他 4,765 1,974

営業外費用合計 200,976 312,034

経常損失（△） △398,871 △354,020

特別利益   

固定資産売却益 216,644 －

投資有価証券売却益 111,404 －

貸倒引当金戻入額 7,529 5,400

事業構造改善引当金戻入額 102,657 1,688

特別利益合計 438,235 7,088

特別損失   

固定資産除却損 6,793 7,783

投資有価証券評価損 6,775 2,763

その他 － 4,609

特別損失合計 13,569 15,156

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（△）

25,795 △362,088

法人税、住民税及び事業税 11,921 19,237

法人税等調整額 △1,898 △1,791

法人税等合計 10,023 17,445

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,771 △379,534



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

25,795 △362,088

減価償却費 237,221 199,177

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,253 △6,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,381 △4,118

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △209,001 △22,156

リース資産減損勘定取崩額 △26,852 △23,778

受取利息及び受取配当金 △3,810 △2,094

支払利息 56,136 63,220

固定資産除売却損益（△は益） △209,850 7,783

投資有価証券売却損益（△は益） △111,404 －

投資有価証券評価損益（△は益） 6,775 2,763

売上債権の増減額（△は増加） 170,250 102,972

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,919 68,933

仕入債務の増減額（△は減少） △88,005 7,501

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,025 △108,601

その他 1,993 △179,079

小計 △233,282 △255,695

利息及び配当金の受取額 3,776 2,056

利息の支払額 △27,802 △61,244

法人税等の支払額 △25,916 △19,304

営業活動によるキャッシュ・フロー △283,224 △334,187

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 △259,230 △892,624

有形固定資産の売却による収入 216,727 1,545

賃貸資産売却に伴う原価振替額 133,535 106,854

無形固定資産の取得による支出 △12,180 △3,920

投資有価証券の売却による収入 197,457 －

敷金及び保証金の差入による支出 △626 △76,324

敷金及び保証金の回収による収入 137,110 79,606

預り保証金の返還による支出 △15,465 △38,372

預り保証金の受入による収入 － 849,575

その他 △31 △1,127

投資活動によるキャッシュ・フロー 397,297 25,211

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 7,500 －

長期借入金の返済による支出 △6,452 △2,660

長期債務の返済による支出 △276,984 △12,628

その他 △126 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー △276,063 △15,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,990 △324,360

現金及び現金同等物の期首残高 558,098 497,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 396,108 173,172



（４）継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前連結会計年度まで３期連続の経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フロー

についても３期連続してマイナスとなりました。当第2四半期連結累計期間においても、経常損失、四半期純損

失を計上し、営業キャッシュ・フローもマイナスとなっております。また、資金面においては、平成20年５月30

日に全ての取引金融機関と「債権者間協定書」を締結したことで、平成22年７月31日までの資金支援を受けてお

りますが、その後も継続して資金支援を得られるか不透明な状況にあります。当該状況により、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

当社グループは、「平成21年度経営計画」に着手しています。この計画は、既に確定している家賃削減、テナ

ント開発、商品コストダウン、本部人材を使った新組織の構築による新規ビジネスからの収益増、人件費の削減

等で基本的な収益改善の計画を組んでおります。また、粗利額構築についても、より当社グループとしての強み

のある商品群を明確化し、確実に粗利を確保していくという方針に切替えておりました。当第２四半期連結累計

期間において、経費削減による収益改善策は、計画通り進捗しておりますが、粗利額については、計画比未達と

なり、経常利益にて計画比乖離が生じております。第２四半期の既存店売上高は前年同期比を上回ったものの、

粗利額については、売上の拡大と在庫圧縮により運転資金を確保する対応策を実行したことから、第１四半期よ

り低下しました。 

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消するために、翌四半期連結会計期間の末日までに

つきましては、平成21年10月22日に505百万円の第三者割当による新株式発行の払込を完了しました。これによ

り、当面の資金繰りを確保したことから、当社グループとして、第２四半期とは逆に期初に計画した粗利を確実

に確保していくという方針に切り替えております。「平成21年度経営計画」の実施状況を踏まえ、お客様の購買

行動に則したマーケティング活動を行うことにより、緩やかな売上構築を行い、同時にコスト削減計画を強力に

推し進め、事業計画の統制管理が行なえる指導体制を構築します。具体的には、組織間の情報伝達機会を密にし

て、売上目標管理を徹底し、仕入方法の変更によるコストダウンを実現させ、人員適正化と人件費削減を同時に

行い、合理的な販促活動により広告宣伝費を削減させることなどを計画しております。これらの追加対応策によ

る損益見通しでは、一年間の資金繰りにも問題はありませんが、平成22年７月31日以降に関しては、全金融機関

と当社の間で「債権者間協定書」の再締結を通じた継続的な資金支援を依頼しております。 

しかしながら、当社グループは、これらの対応策を実行中ですが、事業環境の悪化や収益化体質への転換が進

まない場合もあり、また、全金融機関と平成22年７月31日以降の資金支援について協議を行ないながら進めてい

くという状況であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表に反映していません。 

  

（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）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） 

当連結グループは自動車用品販売事業の単一事業となっており、当該事業以外に事業の種類がないため該

当事項はありません。 

〔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）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） 

 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。 

〔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） 

海外売上高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。 
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