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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 10,050 △7.8 708 △11.7 802 △13.5 446 ―
21年3月期第2四半期 10,901 ― 802 ― 927 ― 34 ―

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 20.67 ―
21年3月期第2四半期 1.56 ―

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 41,021 36,811 89.3 1,693.99
21年3月期 40,393 36,303 89.4 1,670.39

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  36,613百万円 21年3月期  36,104百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

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 20,000 △3.5 1,300 15.2 1,500 15.7 815 ― 37.71



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  無  

(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21年５月14日に公表しました通期連結業績予想を修正しております。本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、本資料の
発表日現在当社が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、添付資料４ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

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 22,274,688株 21年3月期  22,274,688株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  660,708株 21年3月期  660,624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 21,614,050株 21年3月期第2四半期 21,831,914株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気の後退局面からはやや回復の傾向が見られ、一部の企業

収益にも底打ち感はあるものの、節約志向により個人消費は低迷するなど、景気の本格的な回復は依然として不透明

な状況となりました。 

 このような経済状況の下で、当社グループ（当社及び連結子会社7社）は、環境の変化に対応していくため、各事業

の特色や技術を活かしながら新しいことへチャレンジし、お客様に製品・サービスにおいて新しい付加価値を提供す

る「クルマと暮らしの輝きを創造する企業グループ」を目指して、営業活動に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比7.8%減）、営業利益 百万円

（同11.7%減）、経常利益 百万円（同13.5%減）、四半期純利益 百万円（前年同期は四半期純利益 百万円）と

なりました。 

事業の種類別セグメントの営業の業績は次のとおりであります。 

  

（クルマ） 

自動車用品業界におきましては、いわゆるエコカー減税等の政策による自動車買い替え需要により、自動車販売落

ち込みに歯止めはかかるも消費者の節約志向により個人消費が伸び悩むなど、引き続き厳しい事業環境下でありまし

たが、高速道路のETC割引による自動車利用の増加によりお手入れ用品の需要も増えております。 

このような中、消費者市場向け製品販売においては、ガラス用お手入れ製品「ガラコ」が、４月から８月にかけて

行った消費者向けキャンペーンの効果により販売が増加し、「ガラコワイパーパワー撥水」の取扱い店舗も増加しま

した。また、自動車の保有年数が伸び、「自分の手で愛車をきれいに保ちたい」という消費者意識の高まりも受け、

自動車用補修関連製品「９９工房」の販売も増加しました。 

一方、業務用製品の販売においては、自動車メーカーや自動車ディーラー向けＯＥＭ製品の販売が苦戦したもの

の、後半、一部車種の好調な販売の影響を受けて販売が回復しました。また新規取扱い施工店の開拓にも努めたこと

で、販売が増加しました。 

海外向け販売については、輸出先の消費の冷え込みや、円高による輸出先通貨安の影響から受注が減り、販売が減

少しました。そして家庭用品分野では、主力製品の「メガネのシャンプー」が、製品ラインナップの拡大や取扱い店

舗の増加により販売が順調に推移し、ＴＶＣＭの投入により販売を伸ばした昨年を上回る販売となりました。 

これらの結果、製品販売においては増収となり、取引条件の見直しによる販売促進費等の販売費や管理コストの削

減に努めたことで増益となりました。 

自動車サービス部門におきましては、自動車整備や鈑金部門において、既存顧客からの入庫減少や、景気低迷によ

る法人顧客のリース車両の減車等の影響により前半は売上が伸び悩みましたが、高速道路のETC割引等による自動車

販売の回復や自動車利用の増加の影響により、整備・鈑金受注が回復しました。また新工場が順調に稼動したこと

や、新設営業所を起点にした新規顧客の開拓に努めたことにより、ほぼ昨年並みの売上高となりましたが、労務費の

増加や新規投資による償却負担の増加により原価率が悪化して減益となりました。 

自動車教習事業においては、若者の「クルマ離れ」に加え「免許離れ」が進み、入所者獲得のための近隣校との競

争が激化する厳しい事業環境にありますが、幅広い教習内容を持つ強みを活かしながら入所者の獲得に努め、自動二

輪や職業免許などの入所者は伸ばしたものの、普通免許の入所者獲得に苦戦し減収となりました。しかしながら費用

の削減に努め、経営の効率化を進めた事や、前期に行った固定資産の減損処理により償却負担が減ったことで、増益

となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間におけるクルマ事業部門の売上高は6,308百万円（同2.5%増）営業利益は

473百万円（同115.8%増）と増収増益となりました。 

  

（暮らし） 

スーパー銭湯を運営する温浴事業部門におきましては、６月に不採算店舗の極楽湯吹田店を営業譲渡し、残る３店

舗において早朝営業や独自イベントの実施など、お客様満足度向上のための抜本的な経営建て直しに取り組んでまい

りました。その結果、店舗の減少による売上減少や、一部店舗で新型インフルエンザの影響を受け来客数が減少した

ことで減収となりましたが、費用の削減に努めたことや、前期に行った固定資産の減損処理により償却負担が減った

ことで増益となりました。 

一方、生協向けの家庭用品企画販売事業におきましては、生協各社におけるチラシ紙面の拡充の流れに乗り、企画

採用数が増加したことで増収となりましたが、景気低迷により企画当たりの売上が減少し、販売費用の効率が悪化し

たことで減益となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における暮らし事業部門は、温浴店舗の売却により売上高が1,653百万円

（同11.4%減）と減収となりましたが、費用の削減に努めたことや温浴事業において償却負担が減ったことで営業利

益は45百万円（同323.3%増）と増益となりました。 

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

10,050 708

802 446 34
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（産業） 

 産業資材部門においては、半導体業界の回復の出口が見えない不安定な事業環境が続く中、液晶パネル業界向けや

半導体業界向けの需要については徐々に回復してきておりますが、市場全体の需要は完全に回復したとはいえず、国

内外の旺盛な需要を受けた前年同期と比較して大幅な減収となりました。また、需要回復が徐々に進む中、前半は稼

働率が低調であったことにより原価率が高止まりし、後半の操業改善により好転したものの減益となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における産業事業部門の売上高は1,954百万円（同28.9%減）、営業利益

は92百万円（同81.0%減）と減収減益となりました。 

  

（その他） 

 不動産賃貸事業におきましては、賃貸マンションをはじめとする主な物件で賃料収入が安定したことで増収とな

り、前期に発生した修繕費等の一過性の費用が減少した結果、増益となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間におけるその他事業部門の売上高は134百万円（同3.2％増）、営業利益

は96百万円（同14.6％増）と増収増益となりました。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計期間末は 百万円）となり、 百万

円増加しました。これは現金及び預金が 百万円、売上債権が 百万円、有価証券が 百万円増加したことや、

投資その他の資産において 百万円、減価償却がすすみ有形固定資産が 百万円減少したこと等によるものです。

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、 百万円（前連結会計期間末は 百万円）となり、 百万円

増加しました。これは主に、未払法人税等の増加によるものです。  

（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 百万円となり（前連結会計期間末は 百万円）、

百万円増加しました。これは主に四半期純利益 百万円とその他有価証券評価差額金 百万円の増加及び配当

金の支払 百万円によるものです。 

  

（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の残高は 百万円（前連結会計期間末は 百万

円）となり、 百万円増加いたしました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の流入（前年同期比7.3%増）となりました。これは、税金等

調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、売上債権の増加額 百万円、たな卸資産の減少額 百万円

を主要因としております。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の支出（同44.1%減）となりました。これは、有形固定資産の

取得による支出 百万円、有価証券・投資有価証券の取得による支出 百万円、有価証券・投資有価証券の売却及

び償還による収入 百万円、有形固定資産の売却による収入 百万円を主要因としております。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の支出（同18.7%減）となりました。これは、主に配当金の支

払によるものです。 

  

 通期の業績予想につきましては、厳しい経営環境が続く中、グループ各社の取組みに成果があらわれ、当第２四

半期連結累計期間における連結売上高は、ほぼ予想通りとなりましたが、連結営業利益、連結経常利益および四半期

純利益は、前期末の予想を上回る結果となりました。これにより、通期の業績予想を連結売上高 百万円、連結

営業利益 百万円、連結経常利益 百万円、当期純利益 百万円に修正いたしました。 

なお、当該業績予想の修正の詳細につきましては平成21年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

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

41,021 40,393 628

719 398 313

263 363

4,210 4,089 121

36,811 36,303

507 446 239

183

7,292 6,572

720

1,063

806 447 396 92

156

416 499

325 126

189

３．連結業績予想に関する定性的情報

20,000

1,300 1,500 815

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
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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
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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 7,447,049 6,728,043

受取手形及び売掛金 3,078,815 2,680,375

有価証券 880,475 567,271

商品及び製品 1,289,460 1,366,181

仕掛品 220,735 224,548

原材料及び貯蔵品 440,827 450,189

繰延税金資産 264,479 231,468

その他 326,187 450,124

貸倒引当金 △27,489 △32,219

流動資産合計 13,920,541 12,665,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,371,990 4,926,960

機械装置及び運搬具（純額） 1,279,152 1,425,220

工具、器具及び備品（純額） 150,793 177,278

土地 14,459,279 14,459,279

建設仮勘定 20,970 687,816

その他（純額） 54,209 23,476

有形固定資産合計 21,336,395 21,700,031

無形固定資産   

のれん 11,919 16,707

その他 153,100 147,889

無形固定資産合計 165,020 164,596

投資その他の資産   

投資有価証券 4,415,780 4,332,595

長期預金 500,000 800,000

繰延税金資産 436,246 448,411

その他 306,165 356,711

貸倒引当金 △58,811 △75,218

投資その他の資産合計 5,599,380 5,862,500

固定資産合計 27,100,796 27,727,129

資産合計 41,021,337 40,393,114
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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   

支払手形及び買掛金 914,441 930,355

未払法人税等 361,478 118,628

未払金及び未払費用 846,482 836,710

その他 393,816 554,396

流動負債合計 2,516,220 2,440,090

固定負債   

退職給付引当金 886,305 867,111

役員退職慰労引当金 389,278 374,911

製品回収引当金 117,034 117,264

その他 301,430 289,755

固定負債合計 1,694,048 1,649,041

負債合計 4,210,268 4,089,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,310,056 2,310,056

資本剰余金 3,116,158 3,116,158

利益剰余金 31,715,747 31,452,639

自己株式 △329,873 △329,822

株主資本合計 36,812,088 36,549,032

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,501 △270,320

土地再評価差額金 △207,204 △207,204

為替換算調整勘定 39,490 32,514

評価・換算差額等合計 △198,215 △445,010

少数株主持分 197,196 199,959

純資産合計 36,811,069 36,303,981

負債純資産合計 41,021,337 40,393,114
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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 10,901,232 10,050,595

売上原価 7,129,723 6,649,306

売上総利益 3,771,509 3,401,288

販売費及び一般管理費 2,968,731 2,692,464

営業利益 802,777 708,824

営業外収益   

受取利息 57,442 47,975

受取配当金 19,014 11,841

その他 56,317 38,001

営業外収益合計 132,774 97,818

営業外費用   

支払利息 1,237 328

その他 6,481 3,554

営業外費用合計 7,718 3,883

経常利益 927,833 802,759

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,897 8,152

固定資産売却益 － 21,904

投資有価証券売却益 6,293 －

特別利益合計 10,190 30,056

特別損失   

投資有価証券評価損 230,456 17,140

投資有価証券売却損 － 1,861

役員退職慰労金 50,000 －

たな卸資産評価損 18,210 －

固定資産除却損 177,328 6,095

減損損失 67,520 －

その他 1,226 1,230

特別損失合計 544,742 26,328

税金等調整前四半期純利益 393,282 806,488

法人税、住民税及び事業税 477,307 377,165

法人税等調整額 △125,574 △20,845

法人税等合計 351,733 356,320

少数株主利益 7,488 3,340

四半期純利益 34,059 446,827
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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 393,282 806,488

減価償却費 551,714 447,895

のれん償却額 11,703 4,787

受取利息及び受取配当金 △76,295 △59,817

支払利息 1,237 328

売上債権の増減額（△は増加） 32,369 △396,749

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,739 92,655

仕入債務の増減額（△は減少） 129,423 △16,432

その他 424,808 180,157

小計 1,384,502 1,059,312

利息及び配当金の受取額 66,511 56,178

利息の支払額 △1,237 △328

法人税等の支払額 △459,535 △136,851

法人税等の還付額 － 84,712

営業活動によるキャッシュ・フロー 990,241 1,063,023

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △100,100

有価証券の売却及び償還による収入 199,990 300,051

有形固定資産の取得による支出 △338,194 △416,730

有形固定資産の売却による収入 52,472 126,690

投資有価証券の取得による支出 △499,064 △399,686

投資有価証券の売却及び償還による収入 347,262 25,344

その他 △42,431 308,062

投資活動によるキャッシュ・フロー △279,965 △156,369

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △31,660 △51

配当金の支払額 △192,479 △189,676

その他 △9,360 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △233,499 △189,727

現金及び現金同等物に係る換算差額 △404 3,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 476,373 720,130

現金及び現金同等物の期首残高 6,545,093 6,572,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,021,466 7,292,690
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品等 

  

（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〕

  
クルマ 

（千円） 
暮らし 

（千円） 
産業 

（千円） 
その他 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 6,156,012  1,867,084  2,747,769  130,365  10,901,232  －  10,901,232

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 12,182  2,378  35,467  46,611  96,639 (96,639)  －

計  6,168,194  1,869,463  2,783,236  176,977  10,997,872 (96,639)  10,901,232

営業利益  219,455  10,668  486,955  83,950  801,029  1,748  802,777

  
クルマ 

（千円） 
暮らし 

（千円） 
産業 

（千円） 
その他 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 6,308,662  1,653,324  1,954,114  134,493  10,050,595     －  10,050,595

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 16,854  1,251  28,466  47,896  94,470 (94,470)  －

計  6,325,517  1,654,576  1,982,581  182,389  10,145,065 (94,470)  10,050,595

営業利益  473,691  45,157  92,321  96,247  707,418  1,405 708,824

事業区分 主要製品等 

クルマ 

洗車用品（カーワックス等）、自動車用補修・整備用品、その他・

家庭用品等、自動車教習事業、オートリース事業、オートサービス

事業、自動車鈑金塗装事業 

暮らし 温浴事業、家庭用品企画販売事業 

産業 工業用の研磨材、濾過材、吸水・洗浄材、生活用品等 

その他 不動産賃貸事業 
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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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地セグメント情報の記

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア他 

北米………アメリカ、カナダ 

欧州………ドイツ、イギリス、ロシア他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  867,516  297,954  509,132  59,261  1,733,863

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  10,901,232

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 8.0  2.7  4.7  0.5  15.9

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       731,320  248,853  232,492  46,857  1,259,522

Ⅱ 連結売上高（千円）       －       －       －       －  10,050,595

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
     7.3    2.5     2.3    0.4     12.5

（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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