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１.当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融政策による円安・株高の定着を背景に、緩

やかな景気の回復基調が続きました。一方、個人消費につきましては、雇用・所得環境による改善傾向が見られたものの、

円安の進展に伴う物価の上昇や新興国経済の下振れ懸念等から、先行きは依然不透明な状況で推移しました。 

そのような中、当社グループにおいては厳しい環境下での経営を余儀なくされました。 

カー用品事業につきましては、映像記録への意識の高まりから、ドライブレコーダー等車内搭載機器の需要が増加したも

のの、例年と比べ温暖な気候が続き、スタッドレスタイヤやチェーン等の冬季商品の需要が低下した結果、減収減益となりま

した。 

ブライダル事業につきましては、前連結会計年度にオープンした新店 2 店舗が売上に貢献しましたが、既存式場における

施行組数及び施行単価が前年同期に比べ減少したほか、新店オープンによる施設費等が増加した結果、増収減益となりま

した。 

建設不動産事業につきましては、平成 27 年 4 月に設立したコンテナのユニット建築を行う㈱IDMobile が好調に推移したも

のの、前年同期に高収益物件の売却を行ったことから、減収減益となりました。 

その他の事業においては、平成 26 年 7 月にコンピューター・ソフトウェア事業の譲渡を行いましたが、前連結会計年度に

オープンしたコメダ珈琲 3 店舗が売上高に寄与したことにより、減収増益となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 26,303 百万円と前年同期比 1.5％の減収となりました。また、営業

利益は 803 百万円（前年同期比 35.2％減）、経常利益は 1,074 百万円（前年同期比 32.5％減）となり、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は 642 百万円と前年同期比 35.2％の減益となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、33,353 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,779 百万円の増加

となりました。流動資産は 11,404 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,155 百万円の増加となりました。これは主にた

な卸資産の増加によるものです。固定資産は 21,949 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 376 百万円の減少となりまし

た。これは主に建物および構築物の減価償却に伴う減少によるものです。 

負債は 19,016 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,451 百万円の増加となりました。流動負債は 9,402 百万円となり、

前連結会計年度末に比べ 1,472 百万円増加しました。これは主に不動産の物件購入に伴う短期借入金の増加によるもので

す。固定負債は 9,613 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 20 百万円減少しました。これは主に長期借入金の減少によ

るものです。 

なお、純資産は 14,337 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 327 百万円の増加となりました。これは主として親会社

株主に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものです。 

自己資本比率は 43.0％となり、前連結会計年度末に比べ 1.3 ポイントの低下となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 28 年 3 月期の通期の連結業績予想につきましては、 近の動向等を踏まえ、平成 27 年 5 月 8 日付当社「平成

28 年 3 月期決算短信」にて発表いたしました通期予想を修正いたしております。詳しくは本日（平成 28 年 2 月 5 日）発

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四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

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四

半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金と

して計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第

１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分

額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。

加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当

該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表

及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項(4)、連結会計基準第 44－５項(4)及び事業分

離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわ

たって適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記

　(継続企業の前提に関する注記)

　　　　　該当事項はありません。

　(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。

　(セグメント情報）

　　　　　　前第３四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日)

　　1．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

報告セグメント

カー用品 ブライダル 建設不動産
事業 事業 事業

 売上高
　外部顧客への売上高 16,398,051 7,597,670 2,085,540 26,081,262 631,123 26,712,385 　― 26,712,385

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

計 16,402,109 7,597,956 2,837,848 26,837,914 1,716,302 28,554,217 △ 1,841,832 26,712,385

 セグメント利益 610,278 399,530 243,491 1,253,299 3,719 1,257,019 △ 16,700 1,240,318

（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、

　　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。

　　2．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　

　　　　（のれんの金額の重要な変動）

　　　　　「カー用品事業」セグメントにおいて、株式会社オートバックス神奈川を連結子会社化したことに伴い、当第３四半期連結

　　　　累計期間において、のれんが425,710千円発生しております。

　　　　　　当第３四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)

　　1．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

報告セグメント

カー用品 ブライダル 建設不動産
事業 事業 事業

 売上高
　外部顧客への売上高 16,141,658 8,470,505 1,407,152 26,019,316 284,451 26,303,768 　― 26,303,768

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

計 16,144,910 8,470,555 1,607,343 26,222,809 1,359,798 27,582,608 △ 1,278,840 26,303,768

 セグメント利益 466,400 146,524 133,841 746,766 48,557 795,324 8,576 803,900

（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、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。

　　2．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。

1,278,840 △ 1,278,840 　―

計

3,252 50 200,190 203,493

1,841,832 △ 1,841,832 　―

（単位：千円）

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額(注)3

1,075,347

4,058 286 752,308 756,652 1,085,179

（単位：千円）

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額(注)3計
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