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（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 ％

25年３月期第１四半期  2,324  0.9  20 △47.4  36  △25.0  24 △37.7

24年３月期第１四半期  2,304  2.7  39 －  49  －  38 －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 16百万円（ ％） △54.3   24年３月期第１四半期 36百万円 （ ％） －

  
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

25年３月期第１四半期  1.65 －

24年３月期第１四半期  2.64 －

  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

25年３月期第１四半期  3,997  2,223  55.6  151.28

24年３月期  3,955  2,236  56.5  152.14

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 2,223百万円   24年３月期 2,236百万円 

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 2.00  2.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   1.00 － 1.00  2.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  4,579  1.8  25 △48.4  67 △5.4  47  △6.1  3.21

通期  9,096  0.2  32 △65.2  115  7.6  75  14.9  5.10

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 14,700,000株 24年３月期 14,700,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 924株 24年３月期 924株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 14,699,076株 24年３月期１Ｑ 14,699,076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おりません。

 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

提となる条件及びその他の関連する事項につきましては、添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。
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（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、昨年の東日本大震災や原発事故による影響が未だ色濃く残

るなか、その後のサプライチェーンの復旧と復興関連需要の本格化による公共投資やエコカー減税の復活等もあ

り内需は拡大し、新興国の景気拡大に減速感があるものの外需も底堅く推移しております。一方国外では欧州債

務危機等を要因とした金融資本市場の変動問題があり、国内環境に目を向ければ電力供給の制約や原油高の影響

に不安定な政局が拍車をかけ、景気が下押しされるリスクも内包しております。 

当社グル－プの主力販売商品であるカーケア関連商品の販売先でありますサービスステーション（略称：SS）

業界においては、消防法改正による地下タンク問題の猶予期限である2013年２月が迫り来る中、SS数の減少に伴

う市場環境は依然として厳しい状況が続いております。 

この難局に立ち向かうべく掲げられた新戦略構想「MURAKIプラス」も当会計期間末で１年の蕃熟期を迎え、着

実にその成果を生み出す創意は進化の一途にあります。具体的には日々の営業活動にプラス施策となる業界接触

活動が、当会計期間末に600件を超え年間2,000件目標に対し順調に推移しております。この行動は当社の３年

後、５年後を先見した時、必ずや業績に反映されるべきものと確信しております。 

商材面におきましては、この時期の定番でもあるワイパーブレードと引き続き好調を継続中のエアコン関連機

器及びエアコン関連ケミカルを軸に展開し、計画とおりの売上高を確保するにいたりました。 

また、新事業領域を見通した業務提携も着々と進行中であり、これに伴う売上高拡大の受容準備として、首都

圏支店の再編成をも進めてまいります。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高 2,324百万円（前年同期比 0.9％増）とな

りました。 

収益面におきましては、売上総利益はほぼ前年並みの 649百万円。販売費及び一般管理費は、基幹システムの

入れ替えに伴う減価償却費と賞与引当金繰入額等の計上により 20百万円増加し、営業利益は 20百万円（前年同

四半期は営業利益 39百万円）、経常利益 36百万円（前年同四半期は経常利益 49百万円）、法人税等 11百万円

を計上し、四半期純利益は 24百万円となりました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

主力事業である「カーケア関連商品販売」事業につきましては、上記要因から売上高は 2,278百万円（前年同

期の売上高 2,266百万円）セグメント利益は 23百万円（前年同期のセグメント利益 43百万円）となりました。

「その他」につきましては、売上高は 71百万円（前年同期の売上高は 65百万円）セグメント損失は３百万円

（前年同期のセグメント損失４百万円）となりました。 

  

（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の総資産は 3,997百万円（前連結会計年度末比 42百万円増）うち純資産は2,223

百万円（前連結会計年度末比 12百万円減）となりました。 

資産の部における項目増減は、流動資産 56百万円の増加、固定資産 13百万円の減少となりました。主な原因

は次のとおりです。流動資産は、現金及び預金の増加 105百万円、売掛債権の減少５百万円、商品在庫の減少 

70百万円、流動資産のその他によるもの 25百万円の増加。固定資産は、建物及び構築物の減少２百万円、有形

固定資産のその他によるもの３百万円の減少、無形固定資産によるもの４百万円の減少、投資等の減少３百万円

等によるものです。 

負債については、流動負債の増加 41百万円、固定負債の増加 13百万円で、流動負債の増加内訳は、仕入債務

の増加 12百万円、１年以内返済予定の長期借入金の増加 33百万円。固定負債は、長期借入金の増加 26百万

円、退職給付引当金の減少 13百万円等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におきましては、概ね計画通りに推移しているため、第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想につきましては平成24年５月10日付「平成24年３月期決算短信［日本基準］（連結）」にて発表

いたしました業績予想に変更はありません。 

なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関して修正の必要が生じましたなら、速

やかに開示する予定であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（減価償却費） 

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。

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

当社グループは、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微で

あります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,026,654 1,132,356

受取手形及び売掛金 1,032,627 1,026,968

商品及び製品 640,447 570,297

その他 71,245 96,833

貸倒引当金 △4,131 △3,036

流動資産合計 2,766,842 2,823,418

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 775,203 775,203

減価償却累計額 △662,908 △665,424

建物及び構築物（純額） 112,295 109,778

機械装置及び運搬具 31,808 31,384

減価償却累計額 △24,846 △25,071

機械装置及び運搬具（純額） 6,962 6,313

土地 438,325 438,325

リース資産 2,875 2,875

減価償却累計額 △1,581 △1,725

リース資産（純額） 1,293 1,149

その他 172,616 173,162

減価償却累計額 △138,994 △142,943

その他（純額） 33,622 30,218

有形固定資産合計 592,499 585,785

無形固定資産 92,990 88,984

投資その他の資産   

投資有価証券 45,095 36,875

差入保証金 399,407 398,611

その他 79,346 82,660

貸倒引当金 △21,103 △18,501

投資その他の資産合計 502,745 499,645

固定資産合計 1,188,234 1,174,415

資産合計 3,955,077 3,997,834
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 817,216 829,436

1年内償還予定の社債 33,000 33,000

1年内返済予定の長期借入金 163,200 196,350

短期借入金 45,800 33,200

リース債務 602 610

未払法人税等 46,935 14,863

賞与引当金 18,000 9,276

その他 91,956 141,990

流動負債合計 1,216,711 1,258,727

固定負債   

社債 50,500 50,500

長期借入金 122,000 148,050

リース債務 778 622

退職給付引当金 299,543 285,959

役員退職慰労引当金 10,240 12,938

その他 19,033 17,299

固定負債合計 502,095 515,370

負債合計 1,718,806 1,774,098

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,910,700 1,910,700

資本剰余金 88,604 88,604

利益剰余金 244,534 239,340

自己株式 △208 △208

株主資本合計 2,243,631 2,238,437

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,360 △14,701

その他の包括利益累計額合計 △7,360 △14,701

純資産合計 2,236,270 2,223,735

負債純資産合計 3,955,077 3,997,834
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,304,911 2,324,954

売上原価 1,656,514 1,675,835

売上総利益 648,397 649,118

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 306,922 299,196

賞与引当金繰入額 － 9,276

役員退職慰労引当金繰入額 － 2,698

その他 301,998 317,179

販売費及び一般管理費合計 608,920 628,351

営業利益 39,476 20,767

営業外収益   

受取利息 － 580

仕入割引 9,895 15,034

その他 2,121 3,628

営業外収益合計 12,016 19,243

営業外費用   

支払利息 720 2,126

手形売却損 1,354 871

その他 371 206

営業外費用合計 2,446 3,203

経常利益 49,045 36,807

特別損失   

投資有価証券評価損 － 878

その他 － 461

特別損失合計 － 1,339

税金等調整前四半期純利益 49,045 35,467

法人税、住民税及び事業税 10,223 11,263

法人税等合計 10,223 11,263

少数株主損益調整前四半期純利益 38,822 24,204

四半期純利益 38,822 24,204
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,822 24,204

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,949 △7,341

その他の包括利益合計 △1,949 △7,341

四半期包括利益 36,873 16,863

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 36,873 16,863

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

（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、カーケア関連商品販売を主たる事業としており、「自動車補修部品」「自動車ケミカ

ル」「サービスステーション備品」等の「カーケア関連商品販売」と「自動車販売及び整備」「看板・チラシ

等の販促物の企画・製作」「保険・旅行の代理業務」等の「その他」を報告セグメントとしております。 

なお、前連結会計年度のセグメント区分から変更はありません。 

   

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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

（単位：千円） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

（単位：千円） 

  

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 

調整額 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

カーケア関連

商品販売 
その他 計 

 売上高           

 (１)外部顧客への売上高 2,266,066 38,844 2,304,911 - 2,304,911

 (２)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
42 26,410 26,453  (26,453) -

計 2,266,109 65,254 2,331,364  (26,453) 2,304,911

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
43,512 △ 4,673 38,839  △ 636 39,476

  

報告セグメント 

調整額 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

カーケア関連

商品販売 
その他 計 

 売上高           

 (１)外部顧客への売上高 2,278,712 46,241 2,324,954 - 2,324,954

 (２)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
5 25,550 25,556  (25,556) -

計 2,278,717 71,792 2,350,510  (25,556) 2,324,954

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
23,605 △ 3,936 19,669  1,097 20,767

（６）重要な後発事象
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