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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 74,228 3.2 3,389 76.1 3,984 75.2 2,566 30.5
22年3月期第3四半期 71,927 2.6 1,925 ― 2,274 ― 1,967 ―

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3四半期 105.75 ―

22年3月期第3四半期 80.81 ―

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3四半期 79,274 37,733 47.6 1,575.81
22年3月期 81,425 35,611 43.7 1,462.39

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  37,733百万円 22年3月期  35,611百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
23年3月期 ― 8.00 ―

23年3月期 
（予想）

8.00 16.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 95,050 4.9 3,931 66.4 4,544 52.7 2,603 57.9 108.71



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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。 

※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。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.４ 「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５ 「2.その他の情報」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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  24,961,573株 22年3月期  24,961,573株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,016,219株 22年3月期  609,771株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  24,272,420株 22年3月期3Q 24,350,021株



 

 
 (注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

  

（参考）平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 86,848 0.0 3,311 23.4 3,786 19.2 1,560 △24.3 65 10
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、新興国向け輸出の増加や政府による景気対策の効
果もあり、一部企業において収益が改善するなど持ち直しの動きを見せた一方で、雇用・所得環境に本格
的な好転は見られず、円高やデフレの影響が懸念されるなど、先行きの景気下振れリスクを抱えた不透明
感の強い状況で推移いたしました。 
当業界におきましては、前期のＥＴＣ車載器特需の反動はあったものの、猛暑及び大雪によるバッテリ

ー・季節商品等の販売増や、平成23年７月のアナログ放送終了に伴う地デジチューナー・地デジチューナ
ー内蔵ナビゲーションの販売増、高速道路料金割引制度の継続等によるロングドライブ増加に伴うメンテ
ナンス需要増がございました。 
当社グループにおきましては、引き続き主力商品であるタイヤを中心とした消耗品の販売強化に注力し

たほか、車検・ポリマーコーティング等のカーメンテナンスメニューの推進を強化するとともに、レンタ
カー事業の店舗導入を推進するなど、店舗収益力の向上を図ってまいりました。また、更なる経営効率化
に向けた経費コントロールの継続など、収益及び財務体質の改善に努めてまいりました。 
  
当第３四半期連結累計期間におきましては、各種営業施策の実施や既存店の収益力強化、出店拡大によ

る売上向上に努めた結果、売上高は742億28百万円、売上総利益は175億84百万円となりました。販売費及
び一般管理費は、前期に行った直営店舗の店舗譲渡により設備費と人件費が減少した為、前年同期比13億
５百万円（8.4％）減少の141億94百万円となりました。この結果、営業利益は33億89百万円で前年同期比
14億64百万円の増加、経常利益は39億84百万円で前年同期比17億９百万円の増加、四半期純利益は５億99
百万円増加の25億66百万円となりました。 
売上高の部門別内訳につきましては、前期に行った店舗譲渡により直営店舗数が減少し、グループ企業

運営店舗が増加した結果、卸売部門は456億29百万円で前年同期比27億59百万円（6.4％）の増加、小売部
門は234億26百万円で前年同期比７億55百万円（3.1％）の減少となりました。 
  
  

当第３四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３四半期連結累計期間の出退店の状況につきましては、国内では平成22年４月にＹＭＳ太田店（群
馬県）、五条桂店（京都府）、５月に町田鶴川店（東京都）、６月に桐生境野店（群馬県）、銚子三崎店
（千葉県）、７月に花園インター店（埼玉県）、安中原市店（群馬県）、９月にむつ店（青森県）、横浜
川井店（神奈川県）、10月に港区甚兵衛通店（愛知県）、村上インター店（新潟県）、11月に大村空港通
り店（長崎県）、伊勢崎アピタ店（群馬県）、福井西店（福井県）、見附今町店（新潟県）、近江八幡店
（滋賀県）の16店舗を開店、10月にマリノアシティ福岡店（福岡県）を閉店いたしました。なお、出店店
舗のうちＹＭＳ太田店、村上インター店、近江八幡店を除く13店舗につきましては、居抜き物件による出
店となっております。 
 また、平成22年４月にグループ企業の株式会社イッシン（福岡県にてイエローハット店を７店舗運営）
を連結子会社化、直営店の佐世保店（長崎県）、前原店（福岡県）、マリノアシティ福岡店（福岡県）、
福岡小田部店（福岡県）の４店舗を子会社に譲渡し、５月に世田谷若林店（東京都）を子会社より譲り受
け、６月にグループ企業運営の大治店（愛知県）を子会社にて譲り受けいたしました。 
 海外では、平成22年６月に江南本店（韓国）を開店、平成22年４月に済南二環東路店（中国）、済南英
雄山路店（中国）の２店舗を閉店いたしました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間末の国内店舗数は直営店29店舗、子会社運営店89店舗、グループ

企業運営店381店舗の計499店舗となりました。また、当第３四半期連結累計期間末の海外店舗数は19店舗
であり、国内・海外を合わせた総店舗数は518店舗となりました。 
 当第３四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691億２百万円で前年同期比20億５
百万円（3.0％）の増加となりました。営業利益につきましては27億96百万円で前年同期比12億61百万円
（82.2％）の増加となりました。 

  

（賃貸不動産事業） 

当第３四半期連結累計期間の賃貸不動産事業の売上高は、51億25百万円で前年同期比２億95百万円
（6.1％）の増加となりました。営業利益につきましては５億93百万円で前年同期比２億３百万円
（52.1％）の増加となりました。 

  

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
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①資産 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は11億72百万円減少し、323億29百万円（前連結
会計年度末335億１百万円）となりました。これは主に現金及び預金が69億34百万円減少した一方で、受
取手形及び売掛金が58億97百万円増加したことによります。 
 また、固定資産の残高は９億78百万円減少し、469億45百万円（前連結会計年度末479億24百万円）と
なりました。これは減価償却費15億54百万円、減損損失７億５百万円計上した一方、建物及び構築物が
10億56百万円増加したことによります。 
  

②負債 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は112億37百万円減少し、240億51百万円（前連
結会計年度末352億89百万円）となりました。これは主に短期借入金及び１年内償還予定の社債が127億
10百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が14億64百万円増加したことによります。 
 また、固定負債の残高は69億65百万円増加し、174億89百万円（前連結会計年度末105億24百万円）と
なりました。これは主に社債が20億円、長期借入金が49億65百万円増加したことによります。 
  

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は21億21百万円増加し、377億33百万円（前連結会
計年度末356億11百万円）となりました。これは主に四半期純利益25億66百万円の計上によるものです。
  

④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）は、前連結会計年
度末に比べ68億71百万円減少し、13億7百万円となりました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、13億88百万円(前第３四半期連結累
計期間は１億74百万円の資金の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増加が27億９百万円、税金
等調整前四半期純利益が20億45百万円、減価償却費が15億54百万円、減損損失が７億５百万円、資産除
去債務会計基準の適用に伴う影響額が５億24百万円あった一方、売上債権の増加が60億40百万円あった
ことによります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、12億６百万円(前第３四半期連結累
計期間は５億97百万円の資金の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出が14
億96百万円、貸付による支出が５億42百万円あった一方、貸付金の回収による収入が10億57百万円あっ
たことによります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出は、70億56百万円(前第３四半期連結累
計期間は40億56百万円の資金の収入)となりました。これは主に、短期借入金の減少による支出が115億
33百万円、社債の償還による支出が30億円あった一方、長期借入れによる収入が86億円あったことによ
ります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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平成23年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結会計期間において、降雪等の季節要因
や出店拡大による店舗増、経営効率化に向けた経費コントロールに引続き努めたことにより、売上高、
営業利益、経常利益ともに計画を上回ったことから、平成22年11月１日に公表いたしました通期の業績
予想数値を次のとおり修正いたします。なお、通期の個別業績予想数値につきましても同様の要因によ
り修正いたします。 

  

平成23年３月期通期業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（A）
（平成22年11月１日発表）

百万円

93,690
百万円

3,330
百万円

3,916
百万円

2,230
円

91
銭

60

今回修正予想（B）
95,050 3,931 4,544 2,603

円

108
銭

71

増減額（B-A）
1,360 600 627 372 ―

増減率
％

1.5
％

18.0
％

16.0
％

16.7 ―
（ご参考）前期実績
（平成22年３月期） 90,589 2,362 2,975 1,648

円

67
銭

71
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 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 

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、実地棚卸を一部省略し、第２四半期連
結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

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。 

  

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10
日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成
20年３月10日）を適用しております。これにより、損益に与える影響はありません。 

  

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は26百万円減少し、営業利益及び経常利益は41
百万円減少、税金等調整前四半期純利益は５億65百万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11億90百万円であります。 

  

（「企業結合に関する会計基準」等の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月
26日）、「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）、「『研究開
発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関
する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計
基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

 ①退職給付引当金 

当社は平成22年８月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度と確定拠出年金制度へ移行いた
しました。 
 この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準
適用指針第１号）を適用しております。 
 本移行により、当第３四半期連結累計期間の特別利益として１億３百万円を計上しております。 

  

 ②連結納税 

当社及び当社の一部の連結子会社は、平成24年３月期より連結納税制度の適用を受けることにつき、
国税庁長官の承認を受けました。また、当第３四半期連結累計期間より「連結納税制度を適用する場合
の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（実務対応報告第５号）及び「連結納税制度を適用す
る場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（実務対応報告第７号）に基づき、連結納税制
度の適用を前提とした会計処理を行っております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 追加情報
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,314 8,248

受取手形及び売掛金 18,213 12,315

たな卸資産 8,300 7,653

その他 5,438 6,207

貸倒引当金 △937 △924

流動資産合計 32,329 33,501

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 28,801 27,745

減価償却累計額 △16,606 △15,790

建物及び構築物（純額） 12,195 11,954

土地 16,201 16,832

その他 3,929 3,592

減価償却累計額 △2,087 △1,828

その他（純額） 1,842 1,763

有形固定資産合計 30,239 30,550

無形固定資産

ソフトウエア 1,334 1,760

その他 169 105

無形固定資産合計 1,503 1,866

投資その他の資産

投資有価証券 977 1,024

敷金 10,832 10,597

その他 3,772 4,310

貸倒引当金 △379 △424

投資その他の資産合計 15,202 15,507

固定資産合計 46,945 47,924

資産合計 79,274 81,425

㈱イエローハット（9882）　平成23年3月期　第3四半期決算短信

6



(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,128 7,664

短期借入金 9,825 19,535

1年内償還予定の社債 － 3,000

未払法人税等 1,080 260

賞与引当金 261 392

ポイント引当金 206 176

その他 3,551 4,260

流動負債合計 24,051 35,289

固定負債

社債 2,000 －

長期借入金 8,037 3,071

退職給付引当金 1,470 1,844

負ののれん 5 7

リース債務 1,278 1,382

資産除去債務 1,116 －

その他 3,581 4,218

固定負債合計 17,489 10,524

負債合計 41,541 45,813

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 16,421 14,194

自己株式 △923 △614

株主資本合計 40,498 38,580

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9 △195

繰延ヘッジ損益 △6 △13

土地再評価差額金 △2,784 △2,784

為替換算調整勘定 15 24

評価・換算差額等合計 △2,765 △2,968

純資産合計 37,733 35,611

負債純資産合計 79,274 81,425
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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：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 71,927 74,228

売上原価 54,503 56,644

売上総利益 17,424 17,584

販売費及び一般管理費 15,499 14,194

営業利益 1,925 3,389

営業外収益

受取利息 181 184

受取手数料 303 321

持分法による投資利益 4 60

その他 419 333

営業外収益合計 908 900

営業外費用

支払利息 331 218

その他 227 87

営業外費用合計 559 306

経常利益 2,274 3,984

特別利益

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 41 0

貸倒引当金戻入額 8 19

退職給付制度終了益 － 103

特別利益合計 51 124

特別損失

固定資産売却損 24 0

固定資産除却損 82 6

投資有価証券評価損 17 282

投資有価証券売却損 2 －

関係会社株式評価損 33 23

減損損失 101 705

店舗閉鎖損失 － 170

敷金等解約損 － 47

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 524

下請代金補償費 － 196

その他 24 105

特別損失合計 286 2,062

税金等調整前四半期純利益 2,039 2,045

法人税、住民税及び事業税 230 1,103

法人税等調整額 △158 △1,624

法人税等合計 72 △520

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,566

四半期純利益 1,967 2,566
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 2,039 2,045

減価償却費 1,739 1,554

減損損失 101 705

のれん償却額 △1 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △32

ポイント引当金の増減額（△は減少） △36 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △138

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84 △288

受取利息及び受取配当金 △206 △205

支払利息 331 218

為替差損益（△は益） － 5

投資有価証券売却損益（△は益） △38 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 17 282

関係会社株式評価損 33 23

持分法による投資損益（△は益） △4 △60

固定資産売却損益（△は益） 21 △0

固定資産除却損 82 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 524

下請代金補償費 － 196

敷金等解約損 － 47

売上債権の増減額（△は増加） △5,019 △6,040

仕入債務の増減額（△は減少） 1,745 2,709

たな卸資産の増減額（△は増加） △93 △366

退職給付制度終了益 － △103

店舗閉鎖損失 － 170

その他の資産・負債の増減額 △406 319

小計 404 1,607

利息及び配当金の受取額 178 175

利息の支払額 △267 △191

法人税等の支払額 △140 △289

法人税等の還付額 － 86

営業活動によるキャッシュ・フロー 174 1,388
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(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △4 △8

投資有価証券の売却による収入 273 7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △66

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 97

有形固定資産の取得による支出 △752 △354

有形固定資産の売却による収入 92 107

貸付けによる支出 △514 △542

貸付金の回収による収入 1,035 1,057

敷金及び保証金の差入による支出 △790 △1,496

敷金及び保証金の回収による収入 405 167

無形固定資産の取得による支出 △98 △43

無形固定資産の売却による収入 － 0

投資その他の資産の増減額（△は増加） △244 △133

投資活動によるキャッシュ・フロー △597 △1,206

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） 3,789 △11,533

長期借入金の返済による支出 △1,394 △2,360

長期借入れによる収入 1,150 8,600

自己株式の取得による支出 △0 △308

自己株式の売却による収入 － 6

社債の発行による収入 1,000 2,000

社債の償還による支出 － △3,000

配当金の支払額 △194 △341

リース債務の返済による支出 △293 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,056 △7,056

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,632 △6,880

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39 9

現金及び現金同等物の期首残高 5,855 8,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,527 1,307
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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。 

４ 第１四半期連結会計期間からグループ企業に対する賃貸不動産事業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３四半期累計期間の影響額は、「売上高」で33億71百

万円（増加）、「営業費用」で32億23百万円（増加）及び「営業利益」で１億47百万円（増加）となってお

ります。 

  

【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、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、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。 

  

(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】

  前第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)

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

67,097 4,829 71,927 ― 71,927

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 67,097 4,829 71,927 ─ 71,927

営業費用 65,562 4,439 70,002 ─ 70,002

営業利益 1,535 389 1,925 ― 1,925

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

前第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)

【海外売上高】

前第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)
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 【セグメント情報】 

（追加情報） 

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。 

  

１.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ
ります。 
当社は、「カー用品等販売事業」及び「賃貸不動産事業」の２つを報告セグメントとしております。

 「カー用品等販売事業」は、当社より販売子会社・関連会社及びグループ店企業等に対し、カー用品
等の卸売を行うほか、当社の直営店舗、販売子会社及び関連会社において小売を行っております。 
 「賃貸不動産事業」は、当社より販売子会社・関連会社及びグループ店企業等に対し、店舗用建物の
賃貸を行っております。 

  

２.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                       （単位：百万円） 

 
(注) １ 各事業区分の主要商品等 

 
２ 報告セグメントの利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

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 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「カー用品等販売事業」セグメントにおいて、連結子会社である三晃自動車株式会社が保有する土地

等の減損損失を計上しております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において、７億５百万円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

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22年４月１日 至 平成22年12月31日)

報告セグメント
四半期連結損益
計算書計上額

（注）２
カー用品等 
販売事業 
（注）１

賃貸不動産
事業 

（注）１

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

69,102 5,125 74,228

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─

計 69,102 5,125 74,228

セグメント利益 2,796 593 3,389

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

(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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