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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 65,642 4.8 2,129 △1.3 2,321 △2.5 1,325 1.0
25年3月期第3四半期 62,654 9.6 2,157 5.2 2,381 15.4 1,313 24.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,293百万円 （0.3％） 25年3月期第3四半期 1,289百万円 （24.8％）

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

26年3月期第3四半期 108.94 ―
25年3月期第3四半期 107.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 34,720 11,389 32.8
25年3月期 30,401 10,558 34.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 11,389百万円 25年3月期 10,558百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
（注）25年3月期期末配当の内訳（普通配当8円00銭、特別配当18円00銭） 

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

25年3月期 ― 8.00 ― 26.00 34.00
26年3月期 ― 12.00 ―
26年3月期（予想） 12.00 24.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 86,000 4.1 2,800 6.8 3,000 2.3 1,500 11.5 123.24



(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 
（注）詳細は、添付資料の２ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」を参照してください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料２ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」を参照してください。 

(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報告書レビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記及び資料に記載した業績予想は、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、リスクや不確定要素を含んだもので
あります。実際の業績は様々な重要な要素により、大きく異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご
覧下さい。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 有
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 13,336,400 株 25年3月期 13,336,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,165,488 株 25年3月期 1,165,438 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 12,170,923 株 25年3月期3Q 12,170,983 株
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（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、政府による経済政策や金融政策により緩やかな回復が見ら

れたものの、個人消費の本格的な回復にはいたりませんでした。さらに、平成26年4月より予定されている消費

税増税の影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続いております。 

  このような事業環境のなかで、当社グループは、感謝祭や創業祭等のイベントをグループ全社一丸となって実

施し、集客アップに努めました。  

   以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は 65,642百万円（前年同期比4.8％増）と

なりましたが、新規出店による初期費用の増加や電気料金の値上げによる水道光熱費の増加等により営業利益は 

2,129百万円（前年同期比1.3％減）、経常利益は 2,321百万円（前年同期比2.5％減）となり、四半期純利益は 

1,325百万円（前年同期比1.0％増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債、純資産の状況）  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 4,319百万円増加し 34,720百万円となり

ました。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 3,488百万円増加し 23,331百万円となりました。純資

産につきましては、前連結会計年度末に比べ 830百万円増加し 11,389百万円となり自己資本比率は 32.8％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26年３月期(通期)の連結業績予想につきましては、平成25年５月13日発表の公表値から変更はありません。

   

   

（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３四半期連結会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。 

    

（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  

（たな卸資産の評価方法の変更） 

  当社グループのオートバックス・車関連事業部門における商品の評価方法は、従来、主として売価還元法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間から主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）に変更いたしました。 

 この変更は、より適切に消費者ニーズに対応するため、商品の利益管理の精緻化を目的として、第１四半期

連結会計期間より新商品管理システムが本稼働したことによるものであります。 

  第１四半期連結会計期間の期首に新商品管理システムが本稼働したことから、過去の連結会計年度に関する

精緻な商品の受払記録が一部入手不可能であり、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を前連結会

計年度の期首時点において算定することは実務上不可能であります。そのため、当該会計方針の変更は、移動

平均法に基づく第１四半期連結会計期間の期首の商品の帳簿価額と、売価還元法に基づく前連結会計年度の期

末における商品の帳簿価額との差額を基に算定した累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首残高に反

映しておりますが、当該影響額は軽微であります。 

 また、当該変更による商品、売上原価、各段階損益及び１株当たり情報への影響額も軽微であります。 

   

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,299 7,547

受取手形及び売掛金 1,844 2,592

商品及び製品 4,450 6,324

その他 1,164 1,049

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 13,751 17,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,770 15,715

減価償却累計額 △8,317 △8,862

建物及び構築物（純額） 6,452 6,852

機械装置及び運搬具 982 1,127

減価償却累計額 △609 △666

機械装置及び運搬具（純額） 373 461

土地 3,934 3,934

建設仮勘定 42 29

その他 2,715 2,947

減価償却累計額 △1,839 △2,027

その他（純額） 875 920

有形固定資産合計 11,678 12,198

無形固定資産   

のれん 291 218

その他 266 223

無形固定資産合計 558 441

投資その他の資産   

投資有価証券 94 82

敷金及び保証金 3,332 3,413

繰延税金資産 725 719

その他 262 360

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 4,414 4,574

固定資産合計 16,650 17,214

資産合計 30,401 34,720
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,097 7,722

短期借入金 4,800 6,500

未払法人税等 732 310

賞与引当金 468 240

ポイント引当金 135 194

その他 3,002 3,483

流動負債合計 13,236 18,452

固定負債   

長期借入金 4,000 2,250

退職給付引当金 523 561

役員退職慰労引当金 638 647

資産除去債務 634 675

その他 810 744

固定負債合計 6,606 4,879

負債合計 19,842 23,331

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,785 1,785

資本剰余金 2,717 2,717

利益剰余金 7,208 8,072

自己株式 △612 △612

株主資本合計 11,099 11,962

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4 6

土地再評価差額金 △529 △529

為替換算調整勘定 △15 △49

その他の包括利益累計額合計 △540 △573

純資産合計 10,558 11,389

負債純資産合計 30,401 34,720
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 62,654 65,642

売上原価 46,000 48,175

売上総利益 16,654 17,467

販売費及び一般管理費 14,496 15,337

営業利益 2,157 2,129

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 0 0

受取手数料 137 131

協賛金収入 33 80

為替差益 61 36

その他 71 43

営業外収益合計 305 293

営業外費用   

支払利息 39 36

固定資産処分損 24 44

その他 18 20

営業外費用合計 81 102

経常利益 2,381 2,321

特別利益   

固定資産売却益 16 －

負ののれん発生益 25 －

特別利益合計 41 －

特別損失   

店舗閉鎖損失 11 －

特別損失合計 11 －

税金等調整前四半期純利益 2,411 2,321

法人税等 1,098 995

少数株主損益調整前四半期純利益 1,313 1,325

四半期純利益 1,313 1,325
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,313 1,325

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 2

為替換算調整勘定 △22 △34

その他の包括利益合計 △23 △32

四半期包括利益 1,289 1,293

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,289 1,293

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。 

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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