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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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 ％

21年12月期第3四半期 4,807 △6.8 143 △40.7 134 △38.4 72 △49.9
20年12月期第3四半期 5,155 △11.9 242 47.8 218 51.4 145 523.4

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

21年12月期第3四半期 20.77 20.67
20年12月期第3四半期 41.43 41.23

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

21年12月期第3四半期 5,464 2,236 40.9 638.09
20年12月期 5,284 2,287 41.6 627.37

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  2,236百万円 20年12月期  2,198百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

20年12月期 ― 0.00 ― 11.50 11.50
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
7.50 7.50

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 6,648 △5.2 199 △37.4 187 △33.9 99 △48.2 28.42
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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  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(2) 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  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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） 21年12月期第3四半期 3,598,800株 20年12月期  3,598,800株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  93,972株 20年12月期  93,972株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 3,504,828株 20年12月期第3四半期 3,504,828株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な経済環境の悪化を背景とした、設備投資
や企業収益の減少等が継続する中、期間の後半にはマイナス幅が減少するなど持ち直しの動きが見られ
たものの依然厳しい状況となりました。国内二輪車メーカーにおいても販売不振による生産調整、販売
台数の減少など、当業界においても大変厳しい状況で推移しました。 
こうした状況下、国内卸事業においては市場の活性化を促すべく、新商品及びリニューアル商品803

品目を発売しましたが、売上高は伸び悩み、25億43百万円となりました。海外卸事業では、欧米への輸
出は伸びがみられましたが、バイクメーカーへのＯＥＭ出荷が減少した結果、売上高は1億7百万円とな
りました。また国内小売事業においては秋のツーリングシーズンに向けたキャンペーン展開、顧客への
ダイレクトメール送付など積極的に需要喚起策を実施した結果、売上高は21億57百万円となりました。
この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、48億7百万円、営業利益は1億43百万円、経常

利益1億34百万円、四半期純利益72百万円となりました。 
  

  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度に比べ6.0％増加し、27億87百万円となりました。これは、未収入金が
39百万円増加、たな卸資産が2億70百万円増加したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べ0.9％増加し、26億77百万円となりました。これは、当期より

資産計上したリース資産が71百万円増加したことなどによります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ3.4％増加し、54億64百万円となりました。 
(負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ19.6％減少し、18億56百万円となりました。これは、短期借入

金が4億83百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べ80.8％増加し、12億43百万円となりました。これは長期借入金

が4億44百万円増加、社債が70百万円増加、リース債務が41百万円増加したことなどによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ3.4％増加し、30億99百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3.4％増加し、23億65万円となりました。これは、利益剰余
金が32百万円増加したことなどによります。 
  

  

平成21年８月３日に発表いたしました連結業績予想の修正はございません。 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい 

  変動がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定 

  しております。 

２．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、一部実地棚卸を省略し、前連結 

  会計年度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。 

３．固定資産の減価償却の算定方法 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して 

  算定する方法によっております。 

４．繰延税金資産の回収可能性の判断 

   前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと 

  認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラン 

  ニングを利用する方法によっております。 

１．四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益および税金等調整前四半期純利益が3,276千円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は該当箇所に記載しております。 

  

３．リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 （平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四

半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間か

らこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価格として取得したもの

としてリース資産を計上する方法によっております。 

 リース資産総額に重要性が乏しいため、リース資産及びリース債務は支払利子込み法により計上

しておりますので、第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  
  

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)

(2) 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

(3) 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
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５.【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間末 
(平成21年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 521,958 610,349

受取手形及び売掛金 425,565 462,337

たな卸資産 1,648,289 1,377,932

その他 193,740 181,267

貸倒引当金 △1,981 △1,904

流動資産合計 2,787,572 2,629,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,846,499 1,834,102

減価償却累計額 △940,489 △894,564

建物及び構築物（純額） 906,010 939,538

土地 1,483,688 1,482,743

その他 405,388 297,585

減価償却累計額 △283,926 △249,938

その他（純額） 121,461 47,647

有形固定資産合計 2,511,160 2,469,929

無形固定資産   

その他 30,887 41,113

無形固定資産合計 30,887 41,113

投資その他の資産   

その他 139,269 147,778

貸倒引当金 △4,028 △4,342

投資その他の資産合計 135,240 143,436

固定資産合計 2,677,289 2,654,479

資産合計 5,464,861 5,284,462

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 450,859 331,502

短期借入金 1,172,721 1,656,405

賞与引当金 37,573 16,149

その他 195,260 304,931

流動負債合計 1,856,415 2,308,988

固定負債   

社債 70,000 －

長期借入金 1,088,009 643,788

退職給付引当金 250 126

その他 84,993 43,858

固定負債合計 1,243,253 687,772
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(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間末 
(平成21年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債合計 3,099,668 2,996,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 412,450 412,450

資本剰余金 341,182 341,182

利益剰余金 1,601,965 1,569,466

自己株式 △105,502 △105,502

株主資本合計 2,250,096 2,217,597

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △13,673 △18,762

評価・換算差額等合計 △13,673 △18,762

少数株主持分 128,769 88,866

純資産合計 2,365,192 2,287,701

負債純資産合計 5,464,861 5,284,462
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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：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年1月１日 
 至 平成21年9月30日) 

売上高 4,807,706

売上原価 3,116,526

売上総利益 1,691,179

販売費及び一般管理費 1,547,674

営業利益 143,505

営業外収益  

受取手数料 8,894

その他 17,207

営業外収益合計 26,101

営業外費用  

支払利息 30,817

その他 4,147

営業外費用合計 34,964

経常利益 134,642

特別利益  

固定資産売却益 621

特別利益合計 621

特別損失  

固定資産売却損 534

関係会社株式売却損 13,005

特別損失合計 13,539

税金等調整前四半期純利益 121,724

法人税、住民税及び事業税 51,627

法人税等調整額 △6,433

法人税等合計 45,194

少数株主利益 3,725

四半期純利益 72,804
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成21年1月１日 
 至 平成21年9月30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 121,724

減価償却費 102,526

支払利息 30,817

受取利息及び受取配当金 △2,198

関係会社株式売却損益（△は益） 13,005

売上債権の増減額（△は増加） 42,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △269,822

仕入債務の増減額（△は減少） 115,862

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,333

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,345

その他 △34,960

小計 121,702

利息及び配当金の受取額 1,427

利息の支払額 △32,259

法人税等の支払額 △99,554

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,684

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 54,800

定期預金の預入による支出 △22,493

有形固定資産の取得による支出 △27,195

有形固定資産の売却による収入 1,000

無形固定資産の取得による支出 △3,239

貸付金の回収による収入 7,917

差入保証金の回収による収入 1,790

差入保証金の差入による支出 △1,182

関係会社株式の売却による収入 21,462

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,861

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） △483,911

長期借入れによる収入 750,000

長期借入金の返済による支出 △308,267

リース債務の返済による支出 △25,515

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △74,000

配当金の支払額 △40,382

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56,083

現金及び現金同等物の期首残高 206,896
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(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成21年1月１日 
 至 平成21年9月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 150,812
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １．事業区分の方法 

 事業は、主に商品の販売経路を考慮して区分しております。    

   ２．各区分の事業の内容 

 (1)卸事業 

 二輪車用品の卸販売事業 

  (2)小売事業 

 二輪車用品の小売事業 

   ３．「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」に記載のとおり、第1四半期連結会計

期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9

号）を適用しております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間における営業利益は「卸事業」が

3,276千円減少しております。なお、「卸事業」以外のセグメントに与える影響はありません。 

  
  

   

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １．国又は地域区分は、地理的接近度によっております。 

２．各区分属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・・アメリカ、カナダ 

(2) 欧州・・・・ドイツ、イタリア、ギリシャ、オランダ、イギリス、ロシア、フィンランド、 

         フランス、ギリシア、オーストリア、ニューカレドニア 

(3) アジア・・・香港、シンガポール、台湾、インドネシア、タイ、インド 

(4) 中南米・・・コロンビア、オーストラリア、ニュージーランド、チリ    

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に対する売上高であります。 

  

  
  

該当事項はありません。 

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

卸事業 
(千円)

小売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,650,570 2,157,136 4,807,706 ― 4,807,706

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

117,043 667 117,710 (117,710) ―

計 2,767,613 2,157,803 4,925,417 (117,710) 4,807,706

営業利益 109,940 32,067 142,007 1,497 143,505

【海外売上高】

北米 欧州 アジア 中南米 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 229,781 125,838 134,045 22,279 511,944

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 4,807,706

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.8 2.6 2.8 0.5 10.7

(5) 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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【前第３四半期連結損益計算書】 

                              (単位：千円） 

 
  

  

  

  

  

「参考」

科目

前中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

金額

Ⅰ 売上高 5,155,843

Ⅱ 売上原価 3,388,505

   売上総利益 1,767,338

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,525,261

   営業利益 242,076

Ⅳ 営業外収益 25,185

Ⅴ 営業外費用 48,811

   経常利益 218,450

Ⅵ 特別利益 34,427

Ⅶ 特別損失 1,424

   税金等調整前四半期純利益 251,452

   法人税、住民税及び事業税 87,282

   法人税等調整額 13,331

   少数株主利益 5,614

   四半期純利益 145,225
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