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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（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        ％

23年 ３月期第１四半期 9,711      4.9 613   △15.9 672   △14.1  193  △50.7 
22年 ３月期第１四半期 9,255      3.1 729     25.4 783     19.7  391    38.7 

 

 
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

23年 ３月期第１四半期 21.56  ― 
22年 ３月期第１四半期 43.40  ― 

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 ３月期第１四半期 27,079 9,491 35.0  1,059.15 
22年 ３月期 27,487 9,398 34.2  1,048.72 

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期        9,491百万円 22年３月期        9,398百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年 ３月期  ―  8.00   ― 11.00 19.00   
23年 ３月期  ―     

23年 ３月期(予想)  11.00   ― 11.00 22.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 18,745   △2.0  665  △39.0 760  △36.8 285  △57.9  31.80 
通  期 38,860   △1.7  2,015     3.2 2,200     0.2 1,040  △13.4  116.05 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P. 4「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規    ―社 (社名)   、除外    ―社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 10,126,800株 22年３月期 10,126,800株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,165,792株 22年３月期 1,165,292株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 8,961,008株 22年３月期１Ｑ 9,023,829株

 
 

※この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 

※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、四半期決算短信
（添付資料）P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、財政悪化・雇用不安・年金等の将来不安の継続等から消費者の節

約傾向は続き、消費需要は低迷致しました。 

当社グループが属する業界も、カー用品業界・ブライダル業界を中心として、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、「顧客志向」、「創意工夫」、「迅速対応」、「進化挑戦」、「明朗元気」を５つの行動

指針に掲げ、既存事業の強化に邁進致しました。 

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。平成 22 年３月

に神奈川県の 1 店舗を閉店したことから前年同四半期比、1 店舗少ない 28 店舗で営業しましたが、前年の反動で、ナビｹﾞ

ｰションと ETC が大幅にダウンし、減収・減益を余儀なくされました。 

ブライダル事業につきましては、平成 22 年４月に名古屋に新店を開店したことから前年同四半期比、1 店舗多い６店舗で

営業致しました。新店効果で大幅な増収を確保出来ましたが、既存店の受注が、昨年の夏・冬賞与ダウンと競合店の出店の

影響から不振で減益を余儀なくされました。 

建設不動産事業につきましては、地価の低迷状況を勘案して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、売却物件が多かったことから、大幅な増収・増益でした。なお、当第 1 四半期より持株会社である当社の不動産

賃貸損益をその他の事業に移しましたので全体としては、大幅な増収・小幅な増益でした。 

レンタル・ゲーム事業につきましては、カ-用品事業同様、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。前年同四半期比、2 店舗多い 22 店舗で営業しましたが、レンタル部門は、ヒット商品不足と競合店の出店により、

ゲーム部門も、ヒット商品に恵まれず、減収・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は、増収・減益、飲食部門は、減収・増益でした。なお、当第 1 四半

期より、持株会社である当社の賃貸不動産損益を建設不動産事業より、又、当社の業務委託料損益を「消去又は全社」より、

それぞれ、その他の事業に移しましたので全体としては、大幅な増収・増益でした。 

この結果、当第 1 四半期連結累計期間の売上高は、9,711 百万円と前年同四半期比 4.9％の増収を確保することが出来

ました。経常利益は、カー用品事業の減益額が大きく、672 百万円と前年同四半期比 14.1％の減益を余儀なくされました。

四半期純利益は、上記経常利益の減益及び「資産除去債務に関する会計基準」の適用により賃借物件の原状回復義務 

に係わる費用（過年度分）274 百万円を特別損失に計上したことから 193 百万円と同四半期比 50.7％の大幅な減益となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイエーグループ㈱（7509）平成23年３月期　第１四半期決算短信

‐ 2 ‐



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結会計期間末における総資産は、27,079 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 408 百万円の減少と

なりました 。その主な要因は、「資産除去債務に関する会計基準」の適用により建物除却費用を資産計上したことから有形

固定資産は増加しま したが、適正水準の見地から、現預金を減少させたことによるものです。 

なお、純資産は、9,491 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、92 百万円の増加となりました。自己資本比率は、

35.0％と前連結会計年度末に比べ、0.8 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、30 百万円の増加（前年同四半期は 535 百万円の増加）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・減価償却費・過年度資産除去費用・買掛金の増加等の増加要因と法人税等の支払

額等の減少要因が相殺されたことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、196 百万円の減少（前年同四半期は、43 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、381 百万円の減少（前年同四半期は 1,062 百万円の減少）となりました。これは主と

して長期借入金の返済による支出によるものです。 

以上の結果、当第 1 四半期連結会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 546 百万円減少し、

1,692 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、前記将来不安の深刻化・円高の影響等で、より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、既存店舗のリロケー

ションに注力し、ブライダル事業では、上記新店の収益確保と既存店の受注確保に注力し、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、相応の売上・利益確保に注力し、レンタル・ゲーム事業では、既存店の収益向上・販管

費の効率化に注力し、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、既存店の収益の向上に注

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。 

なお、平成 22 年５月 14 日に発表致しました「平成 22 年３月期決算短信（連結）」に記載している当期（平成 22 年４月 1

日～平成 23 年３月 31 日）の業績予想の変更はありません。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基

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。また、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１四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

用後の実効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効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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理の原則・手続の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月 31 日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用してお

ります。これにより、営業利益、経常利益は、それぞれ 13,575 千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は、

288,565 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 787,200 千円でありま

す。 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用により、当

第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,892,415 2,438,946

売掛金 1,065,528 1,081,397

たな卸資産 6,061,110 5,978,666

繰延税金資産 466,478 466,478

その他 683,732 835,009

貸倒引当金 △790 △4,489

流動資産合計 10,168,474 10,796,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,436,977 8,123,265

土地 2,545,550 2,545,550

リース資産（純額） 255,329 256,708

その他（純額） 452,211 411,296

有形固定資産合計 11,690,069 11,336,822

無形固定資産   

のれん 29,469 32,148

その他 55,269 54,830

無形固定資産合計 84,738 86,978

投資その他の資産   

投資有価証券 226,846 328,082

長期貸付金 310,199 316,084

長期前払費用 348,845 360,214

差入保証金 3,409,516 3,412,161

繰延税金資産 627,495 640,088

その他 238,920 236,296

貸倒引当金 △25,373 △24,756

投資その他の資産合計 5,136,451 5,268,170

固定資産合計 16,911,259 16,691,971

資産合計 27,079,734 27,487,981
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,809,687 1,530,744

短期借入金 5,368,699 5,281,777

未払法人税等 192,544 839,427

未払消費税等 152,913 197,388

未成工事受入金 9,725 2,685

賞与引当金 522,817 444,342

役員賞与引当金 14,000 83,500

ポイント引当金 165,058 151,776

その他 2,156,913 2,656,877

流動負債合計 10,392,359 11,188,518

固定負債   

長期借入金 4,451,974 4,805,257

長期預り保証金 1,279,813 1,396,049

退職給付引当金 262,364 258,994

負ののれん 38,298 41,489

資産除去債務 790,164 －

その他 373,721 399,573

固定負債合計 7,196,336 6,901,363

負債合計 17,588,696 18,089,882

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 6,969,524 6,874,918

自己株式 △623,739 △623,469

株主資本合計 9,484,675 9,390,340

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,362 7,758

評価・換算差額等合計 6,362 7,758

純資産合計 9,491,038 9,398,098

負債純資産合計 27,079,734 27,487,981
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,255,323 9,711,012

売上原価 5,226,633 5,614,546

売上総利益 4,028,690 4,096,466

販売費及び一般管理費 3,299,142 3,483,118

営業利益 729,547 613,347

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,282 7,262

受取手数料 31,796 41,029

受取家賃 15,144 23,193

その他 63,156 37,846

営業外収益合計 116,379 109,332

営業外費用   

支払利息 55,173 35,479

その他 7,540 14,262

営業外費用合計 62,713 49,742

経常利益 783,214 672,937

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,748 3,082

受取和解金 － 4,428

特別利益合計 3,748 7,510

特別損失   

固定資産除却損 2,219 231

固定資産売却損 123 －

店舗閉鎖損失 9,680 －

その他 985 75

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 274,990

特別損失合計 13,008 275,296

税金等調整前四半期純利益 773,954 405,151

法人税、住民税及び事業税 382,314 211,968

法人税等合計 382,314 211,968

少数株主損益調整前四半期純利益 391,639 193,182

四半期純利益 391,639 193,182
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 773,954 405,151

減価償却費 243,658 292,351

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 274,990

引当金の増減額（△は減少） 77,070 22,546

受取利息及び受取配当金 △6,282 △7,262

支払利息 55,173 35,479

売上債権の増減額（△は増加） △58,237 15,868

たな卸資産の増減額（△は増加） △590,552 △82,443

仕入債務の増減額（△は減少） 561,950 278,943

その他 △137,814 △344,984

小計 918,921 890,640

利息及び配当金の受取額 3,376 4,430

利息の支払額 △49,660 △31,078

法人税等の支払額 △336,920 △833,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 535,716 30,828

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 △58,615 △289,248

有形固定資産の売却による収入 571 －

投資有価証券の取得による支出 △899 △1,180

投資有価証券の売却による収入 － 100,000

貸付金の回収による収入 3,058 5,820

長期前払費用の取得による支出 △11,024 △100

差入保証金の差入による支出 △16,834 △33,660

差入保証金の回収による収入 50,383 25,224

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 － 50,000

その他 △10,223 △3,104

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,584 △196,248

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） △1,039,954 477,020

長期借入れによる収入 418,000 －

長期借入金の返済による支出 △361,891 △743,381

配当金の支払額 △63,173 △98,576

その他 △15,823 △16,174

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,062,841 △381,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △570,708 △546,531

現金及び現金同等物の期首残高 2,754,366 2,238,946

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,183,657 1,692,415
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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１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　【セグメント情報】

　１．報告セグメントの概要　

　　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

　源の配分に関する意思決定を行い、かつ、業績評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

　　当社の事業区分は、当社の内部管理上採用している区分をベースに、オートバックス商品の販売を行う「カー用品事業」、結婚式

　の請負を行う「ブライダル事業」、建設工事・戸建住宅建設販売を行う「建設不動産事業」、ビデオレンタル・ゲームソフト販売を行う

　「レンタル・ゲーム事業」を報告セグメントとしております。

　２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

報告セグメント

カー用品 ブライダル 建設不動産 レンタル・
事業 事業 事業 ゲーム事業

 売上高
　外部顧客への売上高 4,588,598 3,301,152 883,908 748,336 9,521,995 189,017 9,711,012 　― 9,711,012

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

計 4,588,876 3,301,152 963,269 748,336 9,601,633 559,537 10,161,171 △ 450,158 9,711,012

　　セグメント利益 39,394 402,564 107,313 2,996 552,268 47,374 599,643 13,704 613,347

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンピュータソフト事業、飲食事業

　　及び経理・総務代行業務等を含んでおります。　

２．セグメント利益調整額は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　　　　　該当事項はありません。

　（追加情報）

　　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「

　セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。

　（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。

277 　― 79,360 　― 　―

合計
調整額
(注)2

450,158

計

△ 450,158

その他
(注)1

79,637 370,520

四半期連結
損益計算書
計上額(注)3

（単位：千円）

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 4,818,393 3,010,485 446,757 816,123 163,563 9,255,323 　― 9,255,323
　(2) セグメント間の内部

　　　 売上高又は振替高

計 4,819,322 3,010,485 694,993 816,123 171,957 9,512,882 △ 257,558 9,255,323

　　営業費用 4,654,345 2,562,197 597,820 807,678 162,758 8,784,800 △ 259,024 8,525,776

　　営業利益 164,977 448,287 97,172 8,444 9,199 728,082 1,465 729,547

計 連結

928 　― 248,235 　― 8,394 257,558 △ 257,558 　―
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