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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 7,904 △10.4 43 △81.7 △5 ― △35 ―
21年3月期第3四半期 8,819 ― 238 ― 187 ― 62 ―

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3四半期 △14.40 ―
21年3月期第3四半期 5.33 2.63

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3四半期 7,769 684 8.8 △67.37
21年3月期 7,359 758 10.3 △52.32

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  684百万円 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  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 10,407 △9.2 108 △59.5 50 △74.6 14 △77.0 △6.62
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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21年５月15日に公表しました連結業績予想の修正をしております。詳細につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成22年２月８日
付）をご参照ください。 
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3四半期 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3四半期  6,652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3四半期 4,986,823株 21年3月期第3四半期 4,987,371株

－2－



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 －      －        －      
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 当第３四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、緩やかなデフレ状況が継続、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、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、年度

前半、ＥＴＣ車載器の特需があり、カーメンテナンスも好調に推移しました。年度後半、雇用・所得環境の悪化

から、個人消費は低迷の度合いを深め、消費者の低価格指向はさらに強いものとなりました。 

 このような状況下、当社グループは、「原点回帰」を合言葉に、サービス業の原点に立ち戻り、接遇改善のた

めの研修実施、店舗の改装・美化推進、商品陳列の見直し等、地域のお客様に愛され、頼りにされる店舗を目指

して、サービスの質の向上に努めてまいりました。 

（１）売上高 

 10月までは、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

減収ではありましたが、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・カーナビゲー

ションの販売は好調で、当初予想を上回る進捗で推移しました。しかし、当社営業エリアにおける寒波到来

が例年より遅く、冬季商品の販売が伸び悩んだことから、連結売上高は前年同四半期比９億14百万円減の79

億４百万円となりました。 

（２）営業損益 

 売上高の減少及び利益率の高い冬用タイヤの販売不振により、営業利益は前年同四半期比１億94百万円減

の43百万円となりました。 

（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１億92百万円減（前年同四半期は１億87百万円の経

常利益）の△５百万円となりました。 

（４）四半期純損失 

 固定資産の除却損８百万円、減損損失２百万円等を特別損失に計上、四半期純損失は前年同四半期比97百

万円減（前年同四半期は62百万円の四半期純利益）の△35百万円となりました。 

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、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は、販売単価に値ごろ感がでてきたことから好

調に推移、カーメンテナンス関連の営業強化によりエンジンオイル等も好調に推移しました。 一方、冬季

商品は不振で、大きく数字をおとしました。 

この結果、小売部門の売上高は、前年同四半期比２億87百万円減収の62億12百万円となりました。 

（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合理化を実施したことから、売上高は、前年同四半期比

５億94百万円減収ではありますが、ほぼ想定どおりの８億39百万円となりました。 

（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10百万円増収の５億39百万円となりま

した。 

（４）その他事業 

 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システムが減収となっ

ており、その他事業の売上高は、前年同四半期比43百万円減収の３億13百万円となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて４億10百万円増加し、77億69百万円となりました。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４億84百万円増加し70億85百万円となりました。これは主

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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に、支払手形及び買掛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73百万円減少し６億84百万円となりました。これは主

に、35百万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３四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６億86百万円

となり、前連結会計年度末と比較して３億61百万円の増加となりました。 

 当第３四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２億20百万円（前年同四半期は６億16百万円の獲得)となりました。これは

主にたな卸資産の増加額が３億37百万円になったものの仕入債務の増加額が５億56百万円となったこと等によ

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、得られた資金は1億９百万円（前年同四半期は44百万円の使用)となりました。これは主

に、敷金・保証金の回収により１億47百万円の収入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31百万円（前年同四半期は45百万円の獲得)となりました。これは主に短期

借入金の純増額が１億78百万円となったことによるものです。 

 当第３四半期連結累計期間における業績の動向を勘案し、「平成21年３月期決算短信」（平成21年５月15日

付）において公表した平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、同日付け「平

成22年３月期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。  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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３四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。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 688,523 327,104

受取手形及び売掛金 576,302 585,066

加盟店貸勘定 117,963 73,002

商品及び製品 2,319,921 1,982,164

原材料及び貯蔵品 3,467 3,415

その他 226,277 327,105

貸倒引当金 △3,422 △3,261

流動資産合計 3,929,033 3,294,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 816,208 845,344

土地 1,476,304 1,476,304

その他（純額） 77,968 93,036

有形固定資産合計 2,370,481 2,414,685

無形固定資産 23,331 18,178

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,292,391 1,465,410

その他 238,807 246,631

貸倒引当金 △84,472 △80,054

投資その他の資産合計 1,446,726 1,631,988

固定資産合計 3,840,540 4,064,852

資産合計 7,769,573 7,359,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,208,956 748,501

短期借入金 2,754,870 2,623,850

未払法人税等 20,675 23,775

繰延税金負債 3,103 1,981

賞与引当金 11,207 34,592

ポイント引当金 19,316 22,376

その他 190,755 223,177

流動負債合計 4,208,885 3,678,254

固定負債   

長期借入金 2,598,381 2,662,566

繰延税金負債  1,317

退職給付引当金 247,138 228,397

負ののれん 3,117 3,261

その他 27,784 27,468

固定負債合計 2,876,422 2,923,012

負債合計 7,085,307 6,601,266
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 59,176 △1,221,984

自己株式 △1,345 △1,244

株主資本合計 691,102 761,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,835 △3,774

評価・換算差額等合計 △6,835 △3,774

純資産合計 684,266 758,182

負債純資産合計 7,769,573 7,359,449
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,819,759 7,904,794

売上原価 5,912,628 5,254,490

売上総利益 2,907,131 2,650,304

販売費及び一般管理費 2,668,744 2,606,648

営業利益 238,387 43,655

営業外収益   

受取利息 13,085 11,932

受取配当金 1,981 1,868

受取手数料 25,860 19,752

受取賃貸料 14,697 15,587

協賛金収入 4,552 3,535

その他 7,797 5,379

営業外収益合計 67,975 58,056

営業外費用   

支払利息 113,893 105,553

その他 5,465 1,852

営業外費用合計 119,359 107,405

経常利益又は経常損失（△） 187,003 △5,693

特別利益   

受取保険金 71,622 －

固定資産売却益 793 －

特別利益合計 72,416 －

特別損失   

固定資産除却損 1,063 8,057

固定資産売却損 55 67

関係会社株式評価損 29,812 －

投資有価証券評価損 19,479 163

減損損失 8,850 2,172

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 179,673 10,461

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（△）

79,746 △16,154

法人税、住民税及び事業税 11,994 19,791

法人税等調整額 － △195

過年度法人税等 5,712 －

法人税等合計 17,706 19,596

四半期純利益又は四半期純損失（△） 62,039 △35,750
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,288,841 2,914,563

売上原価 2,220,864 1,958,383

売上総利益 1,067,976 956,180

販売費及び一般管理費 899,281 871,185

営業利益 168,695 84,994

営業外収益   

受取利息 4,530 4,162

受取配当金 993 874

受取手数料 8,678 7,266

受取賃貸料 5,000 4,985

協賛金収入 1,827 1,802

その他 2,975 2,159

営業外収益合計 24,007 21,252

営業外費用   

支払利息 37,159 36,524

その他 2,401 420

営業外費用合計 39,560 36,945

経常利益 153,141 69,301

特別利益   

固定資産売却益 793 －

特別利益合計 793 －

特別損失   

固定資産除却損 41 40

固定資産売却損 － 67

投資有価証券評価損 19,479 163

減損損失 8,850 2,172

特別損失合計 28,371 2,444

税金等調整前四半期純利益 125,563 66,857

法人税、住民税及び事業税 4,196 9,024

法人税等調整額 － 1,516

過年度法人税等 5,712 －

法人税等合計 9,908 10,540

四半期純利益 115,654 56,316
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

79,746 △16,154

減価償却費 69,464 65,620

負ののれん償却額 △143 △143

減損損失 8,850 2,172

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,028 4,578

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,150 △23,385

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,526 △3,059

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,042 18,741

受取利息及び受取配当金 △15,067 △13,801

支払利息 113,893 105,553

受取保険金 △71,622 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 325 8,124

投資有価証券評価損益（△は益） 19,479 163

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） △12,228 △44,721

たな卸資産の増減額（△は増加） △237,743 △337,809

仕入債務の増減額（△は減少） 646,307 556,905

その他 5,589 △2,583

小計 663,358 320,202

利息及び配当金の受取額 5,537 13,803

利息の支払額 △106,350 △97,526

保険金の受取額 71,622 －

法人税等の支払額 △17,576 △16,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 616,591 220,314

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 △63,176 △36,320

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,230 165

敷金及び保証金の差入による支出 △5,687 △2,558

敷金及び保証金の回収による収入 21,702 147,579

貸付金の回収による収入 180 508

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,749 109,373

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） 360,830 178,510

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 △315,710 △251,675

自己株式の取得による支出 － △100

配当金の支払額 － △35,004

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,120 31,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 616,961 361,418

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 812,303 686,523
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)及び当第３四半期連結会計期間

(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)及び当第３四半期連結会計期間

(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連

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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