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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,956 △13.9 △106 ― △167 ― △280 ―
22年3月期 10,398 △9.2 116 △56.4 49 △75.2 △14 ―

（注）包括利益 23年3月期 △287百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △66.44 ― △49.2 △2.4 △1.2
22年3月期 △12.44 ― △1.9 0.7 1.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 6,828 424 6.2 △132.03
22年3月期 7,243 712 9.8 △63.99

（参考） 自己資本   23年3月期  424百万円 22年3月期  712百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 467 145 △31 1,262
22年3月期 276 111 △32 680

2.  配当の状況 

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権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当については、「種類株式の配
当の状況」をご覧下さい。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 3,743 △12.1 △50 ― △80 ― △91 ― △23.86
通期 7,941 △11.3 175 ― 110 ― 88 ― 6.70



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、17ページ「1株当たり情報」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 4,992,523 株 22年3月期 4,992,523 株
② 期末自己株式数 23年3月期 6,652 株 22年3月期 6,652 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 4,985,871 株 22年3月期 4,986,588 株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,868 △14.0 △153 ― △169 ― △275 ―
22年3月期 10,309 △8.8 17 △88.8 △1 ― △57 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △65.51 ―
22年3月期 △21.07 ―

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 4,768 291 6.1 △158.78
22年3月期 5,238 574 11.0 △91.66

（参考） 自己資本 23年3月期  291百万円 22年3月期  574百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きが実施中です。 

※ 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、２ペー
ジ「１．経営成績(1)経営成績の分析」をご覧ください。 

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) 3,701 △12.2 △74 ― △78 ― △85 ― △22.59
通期 7,858 △11.4 109 ― 96 ― 84 ― 5.85



  

  

（参考）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 

第１回Ａ種優先株式  円 銭 円 銭 円 銭  円 銭  円 銭

22年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00

23年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00

24年３月期（予想） － 0 00 － 0 00 0 00
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や新興国の高い経済成長による輸出の回復等により

企業業績に底打ちや改善の傾向が見られ、また個人消費を左右する雇用・所得環境もゆるやかながらも改善し

ました。しかしながらその消費支出は政府の経済対策対象である耐久消費財に集中し、消費全体の底上げには

至っておりません。また円高、デフレの進行もあり先行きに対する不透明感は根強く、小売を取り巻く環境は

厳しい環境が続いております。 

カー用品業界におきましては、上期においてはＥＴＣ特需の反動がありましたが、エコカー減税・補助金制

度による新車販売の好調、夏の猛暑等の需要押上げ要因がありました。下期においては制度終了後の新車販売

の落ち込みによるナビゲーション等の不振もありましたが、11月以降の降雪によりスタッドレスタイヤ等の冬

期用品の販売は好調に推移しました。しかしながら消費者の節約志向と低価格志向は強く、全体的には厳しい

環境で推移しました。 

このような状況の下、当社グループは、収益体質の更なる強化及び地域密着型経営の徹底により、お客様に

選ばれ満足される企業を目指して活動してまいりました。 

具体的には、家賃削減や経費管理の徹底等により更なるコスト削減施策を行うとともに、これからの地域密

着型店舗の新業態としての「タイヤ専門館」への改装・業態転換を進めてまいりました。またメンテナンス部

門の強化として、新たにボディーコーティングをピットメニューに追加するとともに、車検事業の拡大を図る

べく認証工場の取得を進めました。この期間に４店舗で取得し、期末時点では指定工場である車検の「光速

王」３店舗、認証工場９店舗、取次店５店舗の体制となりました。取扱窓口を拡大することで、地域のお客様

に安価で良質なサービスを提供してまいります。 

 尚、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の影響につきましては、当社グループは一部商品での調

達遅れ等がありましたが、直接的被害は受けておりません。 

 この結果、当連結会計年度における業績は、連結売上高は89億56百万円（前年同期比14億42百万円減）とな

り、営業損失は１億６百万円（前年同期は１億16百万円の営業利益、前年同期比２億22百万円減）、経常損失

は１億67百万円（前年同期は49百万円の経常利益、前年同期比２億17百万円減）、資産除去債務に関する会計

基準の適用開始に伴い過年度分としての32百万円と事業再構築に向けた店舗閉店損失53百万円を特別損失に計

上、当期純損失は２億80百万（前年同期は14百万円の純損失、前年同期比２億65百万円増）となりました。 

  

 事業のセグメント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 

 小売事業につきましては、タイヤ・ホイールは、タイヤ専門館の寄与、冬期の降雪と期末にかけての値上げ

前の駆け込み需要があり、単価低下はあったものの本数・金額ともに前年を上回りました。しかしながら、ネ

ット部門の卸部門への移管、タイヤ専門館におけるカーエレクトロニクス商品の販売縮小、ＥＴＣ特需の反

動、ナビゲーションの販売単価低下等によりカーエレクトロニクス商品が大きく落ち込み、中古用品販売部門

縮小による中古商品の減少もあり、売上高は前年同期比17億66百万円減収の63億97百万円となりました。 

②自動車用品の卸売事業 

 卸売事業につきましては、小売部門より移管し収益性重視の販売に転換したネット部門の寄与によりカーエ

レクトロニクス商品が大きく伸び、カースポーツ用品の減少がありましたが、売上高は前年同期比３億２百万

円増収の13億87百万円となりました。 

③フランチャイズ事業 

 小売事業と同様にＦＣ加盟店もＥＴＣ特需の反動等によるカーエレクトロニクス商品の減少がありました

が、タイヤ販売の強化と加盟店の経営努力により、売上高は前年同期比６百万円減収の６億70百万円となりま

した。 

④その他事業 

 車検・整備事業の光速王は好調に推移しましたが、車両販売事業Fシステムと携帯電話販売事業のソフトバン

クサイトは前期実績を下回り、その他事業の売上高は、前年同期比27百万円増収の５億円となりました。 

  

 当連結会計年度における出退店状況につきましては、小売部門において、平成23年１月にモンテカルロ青江

店とモンテカルロ高島店、平成23年２月にタイヤ専門館可美店、平成23年３月にタイヤ専門館宝塚店、タイヤ

専門館西宮店、タイヤ専門館岡崎店、モンテカルロ名古屋西店を閉鎖しました。また携帯電話販売事業におい

て、平成23年２月にソフトバンクサイト可美店（併設）を閉鎖、平成23年３月末をもってソフトバンクサイト

吉島店と三河安城店の直接営業を中止しました（４月より専業者に営業譲渡）。 

 この結果、当連結会計年度末における小売事業から自動車販売事業までの４事業における総店舗数は、小売

事業のモンテカルロ24店舗（内タイヤ専門館３店舗、前年比４店舗減）、中古自動車用品販売事業の藏之助１

１．経営成績
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店舗（併設、前年比３店舗減）、車検・整備事業の光速王３店舗（３店舗とも併設）、自動車販売事業のＦシ

ステム２店舗（２店舗とも併設）の24店舗（６店舗は併設）となっております。 

   

（次期の見通し）  

 今後の経済見通しといたしましては、３月の東日本大震災の影響による日本経済の停滞や先行き不透明感か

らの消費環境悪化等も懸念されます。当業界におきましては、地デジ化移行による地デジチューナー等の需要

や、タイヤの値上げ前の駆け込み需要等が期待されますが、競合環境や消費者の低価格志向も継続し、引き続

き厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

 このような状況のなか、当社グループは、期末にかけて実施しました事業構造改革（不採算店の閉鎖・縮

小）による改善効果をより堅固にするべく、一層の経費削減施策と効率化を推進し、収益基盤を強固なものと

してまいります。また前期着手した地域密着型店舗であるタイヤ専門館のフォーマットの確立により新規出店

につなげていく方針です。 

平成24年３月期の当社グループの連結業績は、売上高79億41百万円、営業利益１億75百万円、経常利益は１

億10百万円、当期純利益は88百万円を予想しております。 

   

(2）財政状態に関する分析 

＜貸借対照表分析＞ 

（資産の部）  

当連結会計年度においては、財務体質の健全化を積極的に進めてまいりました結果、資産合計は前連結会計年

度比４億14百万円減少の68億28百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度比20百万円減少の33億73百万円となりました。現金及び預金が５億81百万円増加

したものの、商品及び製品が５億65百万円減少したことが主な要因です。 

有形固定資産は、前連結会計年度比62百万円減少の22億89百万円となりました。84百万円の減価償却費を計上

したこと等によるものです。 

投資その他の資産は、前連結会計年度比３億29百万円減少の11億44百万円となりました。敷金・保証金が３億

円減少したことが主な要因です。 

（負債の部）  

負債の部においては、前連結会計年度比１億26百万円減少の64億03百万円となりました。支払手形及び買掛金

が１億28百万円減少したことが主な要因です。 

（純資産の部）  

当期純損失２億80百万円の計上により純資産の部においては、前連結会計年度比２億88百万円減少の４億24百

万円となりました。  

  

＜キャッシュ・フロー分析＞  

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物はたな卸資産の減少等により前連結会計年度末に

比べ５億81百万円増加し、当連結会計年度末には12億62百万円となりました。 

 当連結会計年度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４億67百万円（前年同期は２億76百万円の獲得）となりました。これは主

にたな卸資産の減少が５億64百万円（前年同期は１億62百万円の減少）となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動の結果、得られた資金は１億45百万円（前年同期は１億11百万円の獲得）となりました。これは主

に敷金・保証金等の減少による収入が１億70百万円（前年同期は１億55百万円の減少）となったことによるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  財務活動の結果、使用した資金は31百万円（前年同期は32百万円の使用）となりました。これは主に長期借

入金の支払いによる支出が３億９百万円（前年同期は３億56百万円の支出）となったことによるものでありま

す。  
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２.株式時価総額は、期末時価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により計算しております。 

３.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としておりま

す。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、普通株主及び優先株主（以下、株主）に対する利益還元を 重要課題とし、業界動向や当社の

業績などを総合的に勘案のうえ、株主への利益還元を積極的に行うことを基本方針としております。当期につきま

しては、業績及び期末の財務状況を踏まえ、誠に遺憾ながら無配とさせて頂く予定であります。 

 また次期の配当につきましては、株主への配当は収益状況に対応させることを基本としながら、長期的な株主利

益確保のために、収益体質の再構築により、財務体質の改善と内部留保の充実を勘案して決定する方針としており

ます。  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

 自己資本比率（％） 8.3  8.9 10.3 9.8 6.2 

 時価ベースの自己資本

比率（年） 
 8.5  5.5  7.3 5.2 3.3 

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年） 
 △115.2  89.5  10.8 19.1 11.3 

 インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
 △0.3  0.4  3.3 1.9 3.4 
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 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。  

(1）会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略  

平成22年３月期決算短信（平成22年５月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） http://www.monte-carlo.co.jp/ 

  

(4）会社の対処すべき課題 

①  当社株式は、平成23年３月の上場時価総額（注）（月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額）が３億円未

満となり、ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程第47条第１項第２号並びに業務規程，大阪証券取引所のＪＡ

ＳＤＡＱにおける有価証券上場規程第47条第１項第２号及び業務規程，受託契約準則その他本所の規則の施行に

伴う経過措置に関する規則第４条第14項第１号及び第15項第１号の規定に基づき、９ヶ月（事業の現状、今後の

展開、事業計画の改善その他大阪証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内に大阪証券取引所

に提出しない場合にあっては、３ヶ月）以内に、上場時価総額が３億円以上にならない時は、上場廃止になる旨

が規定されております。 

 当社と致しましては、平成23年６月末までに当該書面を大阪証券取引所に提出する予定であり、当該書面に記

載する改善計画に基づく諸施策を着実に実行することで、安定的な収益力を確保し、市場の評価を向上させるこ

とで、今後とも上場を維持するよう努めてまいる所存であります。 

（注）１．平成22年10月12日の前日において旧ＪＡＳＤＡＱ及びＮＥＯの上場株券である銘柄は、業務規程，受

託契約準則その他本所の規則の施行に伴う経過措置に関する規則第４条第14項第１号及び第15項第１号

の規定により、平成25年３月31日までに開始する事業年度においては、ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券

上場規程第47条第１項第２号に規程する浮動株時価総額の上場基準ではなく、上場時価総額にかかる上

場基準が適用されます。 

２．平成22年12月20日付「上場株券に係る時価総額基準の取扱の一部変更措置の延長について」に基づ

き、平成21年１月から平成23年12月末までの間の上場廃止基準における上場時価総額（月間平均上場時

価総額及び月末上場時価総額）の基準は５億円から３億円に変更されております。 

② 当社は、第１回Ａ種優先株式600,000株（発行価額600百万円）及び第１回Ｂ種優先株式30,000株（発行価額300

百万円）の二種類の優先株式を発行しております。 

 第１回Ａ種優先株式には、金銭又は普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、行使可能期間中に取得

請求権を行使される可能性があります。行使可能期間は、いずれの取得請求権も平成21年４月１日より平成28年３

月31日までとなっております。 

 また、第1回Ｂ種優先株式にも、金銭又は普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、対価を金銭とす

る取得請求権の行使可能期間は平成23年４月１日以降、対価を普通株式とする取得請求権の行使可能期間は平成18

年７月31日以降となっております。 

 取得請求権を行使されると、金銭を対価とする場合は財務負担、普通株式を対価とする場合は既存の普通株主の

権利が希薄化する可能性があります。 

③ カー用品小売事業のマーケット規模は、近年漸減傾向にあり、カーディーラー、ガソリンスタンド、タイヤショ

ップ、ホームセンター等との業態を超えた激しい競争が繰り広げられております。このような環境下、当社は、収

益体質の更なる強化及び地域密着型経営の徹底により、お客様に喜ばれる企業を目指して活動してまいります。 

 具体的には、家賃削減や経費管理の徹底、適正人員配置等による人件費抑制等により、更なるコスト削減を実

現させます。 

また不採算事業を見直し、平成23年１月にモンテカルロ青江店、高島店、平成23年２月にタイヤ専門館可美

店、ソフトバンクサイト可美店、平成23年３月にタイヤ専門館宝塚店、タイヤ専門館西宮店、タイヤ専門館岡崎

店、モンテカルロ名古屋西店の８店舗の閉鎖、更には平成23年３月末をもってソフトバンクサイト吉島店と三河安

城店の２店舗の直接営業を中止しました。これにより減収とはなりますが、それ以上の固定費削減となり営業利益

での大幅な改善を図ります。 

 地域密着型経営としましては、車検の取扱窓口を拡大しました。指定工場の光速王３店舗、認証工場取得９店

舗、取次ぎ５店舗の体制が構築でき、地域のお客様に安価で良質なサービスを提供してまいります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

（内部管理体制の整備・運用状況） 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」に記載しております。   

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 682,723 1,264,558

受取手形及び売掛金 452,794 356,003

加盟店貸勘定 65,197 75,709

商品及び製品 1,819,642 1,254,004

原材料及び貯蔵品 2,993 4,055

繰延税金資産 3,568 －

その他 371,101 422,244

貸倒引当金 △3,164 △2,657

流動資産合計 3,394,856 3,373,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,341,051 2,144,693

減価償却累計額 △1,540,956 △1,403,041

建物及び構築物（純額） 800,095 741,652

機械装置及び運搬具 281,301 264,944

減価償却累計額 △223,801 △215,373

機械装置及び運搬具（純額） 57,500 49,570

工具、器具及び備品 369,790 315,731

減価償却累計額 △351,421 △302,296

工具、器具及び備品（純額） 18,369 13,434

土地 1,476,304 1,476,304

リース資産 － 10,212

減価償却累計額 － △1,531

リース資産（純額） － 8,680

有形固定資産合計 2,352,269 2,289,643

無形固定資産 22,862 21,049

投資その他の資産   

投資有価証券 104,381 86,235

長期前払費用 16,575 12,143

敷金及び保証金 1,314,793 1,013,887

その他 122,278 32,454

貸倒引当金 △84,978 △717

投資その他の資産合計 1,473,050 1,144,003

固定資産合計 3,848,182 3,454,696

資産合計 7,243,038 6,828,615
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 716,747 587,890

短期借入金 2,664,940 2,757,546

リース債務 － 2,144

未払法人税等 32,134 19,026

未払消費税等 49,044 56,732

繰延税金負債 － 450

賞与引当金 － 23,881

ポイント引当金 17,998 17,769

その他 135,888 166,845

流動負債合計 3,616,753 3,632,285

固定負債   

長期借入金 2,623,666 2,499,943

リース債務 － 6,969

繰延税金負債 147 －

退職給付引当金 258,635 229,211

資産除去債務 － 4,000

負ののれん 3,070 2,878

その他 27,835 28,404

固定負債合計 2,913,354 2,771,406

負債合計 6,530,107 6,403,692

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 33,270 33,270

利益剰余金 80,787 △199,221

自己株式 △1,345 △1,345

株主資本合計 712,713 432,703

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 217 △7,780

その他の包括利益累計額合計 217 △7,780

純資産合計 712,931 424,923

負債純資産合計 7,243,038 6,828,615
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 10,398,396 8,956,061

売上原価 6,864,523 5,900,001

売上総利益 3,533,872 3,056,060

販売費及び一般管理費 3,417,618 3,162,238

営業利益又は営業損失（△） 116,254 △106,178

営業外収益   

受取利息 15,354 8,341

受取配当金 1,868 1,613

受取手数料 27,376 36,814

受取賃貸料 20,473 17,797

協賛金収入 3,631 6,896

その他 7,750 18,021

営業外収益合計 76,454 89,484

営業外費用   

支払利息 140,343 136,331

その他 3,053 14,972

営業外費用合計 143,397 151,304

経常利益又は経常損失（△） 49,312 △167,998

特別損失   

固定資産売却損 186 －

固定資産除却損 8,921 3,661

投資有価証券評価損 163 －

店舗閉鎖損失 － 53,513

減損損失 2,172 －

たな卸資産滅失損 30,713 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,498

特別損失合計 42,158 89,672

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

7,154 △257,670

法人税、住民税及び事業税 28,160 18,320

法人税等調整額 △6,867 4,018

法人税等合計 21,293 22,338

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △280,009

当期純損失（△） △14,139 △280,009
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △280,009

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △7,780

その他の包括利益合計 － △7,780

包括利益 － △287,789

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △287,789
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,270,039 600,000

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 △670,039 －

当期変動額合計 △670,039 －

当期末残高 600,000 600,000

資本剰余金   

前期末残高 715,146 33,270

当期変動額   

資本準備金の取崩 △711,646 －

欠損填補 1,381,685 －

準備金から剰余金への振替 △1,316,911 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △35,004 －

当期変動額合計 △681,876 －

当期末残高 33,270 33,270

利益剰余金   

前期末残高 △1,221,984 80,787

当期変動額   

欠損填補 1,316,911 －

当期純損失（△） △14,139 △280,009

当期変動額合計 1,302,772 △280,009

当期末残高 80,787 △199,221

自己株式   

前期末残高 △1,244 △1,345

当期変動額   

自己株式の取得 △100 －

当期変動額合計 △100 －

当期末残高 △1,345 △1,345

株主資本合計   

前期末残高 761,957 712,713

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 △670,039 －

資本準備金の取崩 △711,646 －

欠損填補 1,381,685 －

剰余金の配当 △35,004 －

当期純損失（△） △14,139 △280,009

自己株式の取得 △100 －

当期変動額合計 △49,243 △280,009

当期末残高 712,713 432,703
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,774 217

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,992 △7,998

当期変動額合計 3,992 △7,998

当期末残高 217 △7,780

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △3,774 217

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,992 △7,998

当期変動額合計 3,992 △7,998

当期末残高 217 △7,780

純資産合計   

前期末残高 758,182 712,931

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 △670,039 －

資本準備金の取崩 △711,646 －

欠損填補 1,381,685 －

剰余金の配当 △35,004 －

当期純損失（△） △14,139 △280,009

自己株式の取得 △100 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,992 △7,998

当期変動額合計 △45,251 △288,007

当期末残高 712,931 424,923
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

7,154 △257,670

減価償却費 88,419 87,086

減損損失 2,172 －

負ののれん償却額 △191 △191

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,827 △84,768

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,592 23,881

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,377 △229

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,238 △29,424

受取利息及び受取配当金 △17,223 △9,955

支払利息 140,343 136,331

投資有価証券評価損益（△は益） 163 －

固定資産除売却損益（△は益） 9,108 3,661

店舗閉鎖損失 － 53,513

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,498

売上債権の増減額（△は増加） 137,016 88,888

たな卸資産の増減額（△は増加） 162,943 564,575

仕入債務の増減額（△は減少） △86,031 △107,085

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,552 7,678

その他 △3,401 121,557

小計 414,017 630,347

利息及び配当金の受取額 17,225 9,955

利息の支払額 △138,093 △138,368

法人税等の支払額 △16,317 △34,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 276,832 467,854

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 △41,127 △28,483

有形及び無形固定資産の売却による収入 335 724

投資有価証券の売却による収入 － 10,000

貸付金の回収による収入 538 70

敷金及び保証金の差入による支出 △3,510 △7,844

敷金及び保証金の回収による収入 155,466 170,621

その他 － 10

投資活動によるキャッシュ・フロー 111,701 145,097

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） 68,500 118,000

長期借入れによる収入 290,000 160,000

長期借入金の返済による支出 △356,310 △309,117

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 △32,914 △31,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 355,619 581,835

現金及び現金同等物の期首残高 325,104 680,723

現金及び現金同等物の期末残高 680,723 1,262,558
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 該当事項はありません。 

  

 平成22年３月期決算短信（平成22年５月13日）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

２. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

(追加情報) 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25 号 平成22 年６月 

30 日)を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」 

の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載して 

おります。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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、営業損失、経常損失は2,873千円増加し、

税金等調整前当期純損失は35,371千円増加しております。

(8）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

        ――――――― （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「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

き、「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）を適用し、「少数株主調整前当期純損失」の

科目で表示しております。    

(9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △13,921千円

少数株主に係る包括利益  －千円

計 △13,921千円

その他有価証券評価差額金 217千円

計 217 
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

 前連結会計年度においては、当該事業の売上高、営業損益及び資産の金額は、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。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 前連結会計年度においては、本邦以外の国また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。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 前連結会計年度においては、海外売上高がないため該当事項はありません。 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社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。 

 当社グループは、当社の本社に小売業・卸売業別の営業本部を置き、各営業事業部は、取り扱う商

品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、営業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されて

おり、「小売事業」、「卸売事業」及び「ＦＣ事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「小売事業」は、当社の直営店舗にて自動車用品の販売をしております。「卸売事業」は、タイヤメー

カーやタイヤショップ及びカーショップに自動車用品を供給しております。「ＦＣ事業」は、フランチ

ャイジーに対して商品の供給や販売のノウハウを提供しております。  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一でありま

す。  

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（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、車検事業、自動車販売事業、

携帯電話販売事業、不動産管理事業及び貴金属買取事業等を含んでおります。 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額  

（注）２ 

連結財務諸
表計上額

（注）３ 小売事業 卸売事業 ＦＣ事業 計 

売上高              

外部顧客への

売上高 
 8,163,339  1,085,177  677,075  9,925,591  472,805 10,398,396  － 10,398,396

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  7,406,150  －  7,406,150  105,705  7,511,856  △7,511,856  －

計  8,163,339  8,491,327  677,075 17,331,741  578,510 17,910,252  △7,511,856 10,398,396

セグメント利

益又は損失

（△） 

 415,011  △32,933  35,892  417,971  83,312  501,283  △385,029  116,254

その他の項目    

減価償却費  46,432  203  3  46,640  30,652  77,292  8,859  86,152

減損損失    2,172  －  －  2,172  －  2,172  －  2,172

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額  

（注）２ 

連結財務諸
表計上額

（注）３ 小売事業 卸売事業 ＦＣ事業 計 

売上高              

外部顧客への

売上高 
 6,397,010  1,387,969  670,753  8,455,733  500,328  8,956,061  －  8,956,061

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  6,101,624  －  6,101,624  69,480  6,171,105 △6,171,105  －

計  6,397,010  7,489,593  670,753 14,557,357  569,809 15,127,167 △6,171,105  8,956,061

セグメント利

益又は損失

（△） 

 174,433  △44,607  35,853  165,680  57,239  222,919  △329,097  △106,178

その他の項目                                                

減価償却費   45,038  76  2  45,117  28,561  73,679  11,139  84,818

店舗閉鎖損失  53,513  －  －  53,513  －  53,513  －  53,513
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２．調整額の内容は以下のとおりであります。  

セグメント利益  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．当社グループは、報告セグメントに資産を配分しておりません。 

（追加情報）  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当連結会計年度より、「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。  

  （単位：千円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

セグメント間取引消去  23,456  21,145

全社費用（注）  △408,485  △350,243

合計  △385,029  △329,097
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２．１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円△63.99

１株当たり当期純損失金額 円△12.44

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当期純損失のため記載しておりません。     

１株当たり純資産額 円△132.03

１株当たり当期純損失金額 円△66.44

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当期純損失のため記載しておりません。     

  
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  712,931  424,923

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 1,031,966  1,083,204

（うち第１回Ａ種優先株式に係る払込金額） （ ） 600,000 （ ） 600,000

（うち第１回Ａ種優先株式に係る累積未払 

  配当金額） 
（ ） 131,966 （ ） 183,204

（うち第１回Ｂ種優先株式に係る払込金額） （ ） 300,000 （ ） 300,000

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  △319,035  △658,280

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 4,985,871  4,985,871

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純損失金額            

当期純損失（千円）  △14,139  △280,009

普通株主に帰属しない金額（千円）  47,885  51,237

（うち第１回Ａ種優先株式に係る 

  配当金額） 

 (47,885)  (51,237)

普通株式に係る当期純損失（千円）  △62,025  △331,247

普通株式の期中平均株式数（株）  4,986,588  4,985,871

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株） 

（第１回Ｂ種優先株式） 

 

(－) 

－  

( ) 

－

－

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

内訳 

（第１回Ａ種優先株式） 

  

        株 

 （ 株）

600,000

600,000

  

        株 

 （ 株）

600,000

600,000
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該当事項はありません。 

  

（開示の省略） 

 上記以外の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略 

しております。 

該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

（重要な後発事象）

５．その他

(1）役員の異動

(2）その他
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