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1. 平成26年10月期第1四半期の業績（平成25年11月1日～平成26年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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10月期第1四半期 9,199 12.0 1,333 11.0 1,347 11.0 809 13.3
25年10月期第1四半期 8,210 25.2 1,200 13.5 1,213 13.1 714 19.3

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10月期第1四半期 172.22 ―
25年10月期第1四半期 151.97 ―

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

26年10月期第1四半期 12,265 6,537 53.3 1,390.42
25年10月期 13,301 5,892 44.3 1,253.25

（参考）自己資本 26年10月期第1四半期 6,537百万円 25年10月期 5,892百万円

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 
  期末配当金の内訳 
    25年10月期  普通配当 30円00銭  特別配当 5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10月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
26年10月期 ―
26年10月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成26年10月期の業績予想（平成25年11月 1日～平成26年10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） 

（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

第2四半期(累計) 14,180 4.2 1,600 3.0 1,630 2.6 975 4.1 207.36
通期 23,000 4.1 1,700 2.8 1,750 2.6 1,050 3.6 223.31



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

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 ： 無
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10月期1Q 4,840,000 株 25年10月期 4,840,000 株

② 期末自己株式数 26年10月期1Q 138,043 株 25年10月期 138,043 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年10月期1Q 4,701,957 株 25年10月期1Q 4,702,006 株

※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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、添付資
料2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や金融政策を背景に、企業業績の改

善や個人消費の持ち直し、円安・株高基調と、緩やかな景気回復の兆しが見えてきましたが、円安によ

る原材料価格の上昇や消費税増税後の個人消費低迷への懸念があるなど、予断を許さない状況が続くも

のと思われます。 

このような状況のもと、当社におきましては、全国的な降雪と消費税増税前の駆け込み需要により、

業績は好調に推移しました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は9,199百万円（前年同期比12.0％増）、営業利益は1,333

百万円（前年同期比11.0％増）、経常利益は1,347百万円（前年同期比11.0％増）、四半期純利益は809

百万円（前年同期比13.3％増）と増収増益となりました。 

品種別売上高の状況は、タイヤは6,080百万円（前年同期比11.4％増）、ホイールは2,176百万円（前

年同期比11.1％増）、用品は232百万円（前年同期比3.6％増）、作業料は710百万円（前年同期比

25.0％増）となりました。また、販路別売上高の状況は、店舗売上高は5,917百万円（前年同期比

11.1％増）、本部売上高(通販)は2,192百万円（前年同期比17.0％増）、本部売上高(卸)は1,090百万円

（前年同期比7.6％増）となっております。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期会計期間末における資産は12,265百万円（前事業年度末比1,035百万円減少）となり

ました。主な変動要因は、商品1,020百万円の減少、現金及び預金582百万円の増加、未収入金353百

万円の減少、売掛金296百万円の減少などによるものであります。 

また、負債は5,727百万円（前事業年度末比1,680百万円減少）となりました。主な変動要因は、買

掛金1,181百万円の減少、短期借入金600百万円の減少、長期借入金330百万円の減少、未払法人税等

209百万円の増加などによるものであります。 

なお、純資産は6,537百万円（前事業年度末比644百万円増加）となりました。主な変動要因は、利

益剰余金645百万円の増加などによるものであります。 

  

今後の業績見通しにつきましては、平成25年12月13日に公表しました「平成25年10月期決算短信〔日

本基準〕(非連結)」の業績予想に変更はありません。 

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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（税金費用の算出方法） 

税金費用については、当事業年度の予想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、税引前四半期利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年10月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 314,861 897,114 

売掛金 1,094,262 797,641 

商品 4,279,792 3,259,572 

未収入金 701,626 347,820 

その他 182,945 201,444 

流動資産合計 6,573,488 5,503,593 

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,935,364 2,942,034 

減価償却累計額 △599,552 △624,547 

建物（純額） 2,335,811 2,317,487 

土地 1,805,956 1,805,956 

その他 2,770,530 2,885,126 

減価償却累計額 △1,302,158 △1,369,186 

その他（純額） 1,468,372 1,515,939 

有形固定資産合計 5,610,140 5,639,383 

無形固定資産 167,586 181,005 

投資その他の資産 950,328 941,568 

固定資産合計 6,728,055 6,761,957 

資産合計 13,301,543 12,265,551 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,221,628 1,040,229 

短期借入金 1,600,000 1,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 600,000 480,000 

未払法人税等 335,065 544,216 

賞与引当金 52,680 16,960 

前受金 312,592 287,489 

その他 368,245 648,865 

流動負債合計 5,490,210 4,017,760 

固定負債   

長期借入金 1,355,000 1,145,000 

退職給付引当金 74,665 78,294 

資産除去債務 100,625 101,010 

その他 388,293 385,812 

固定負債合計 1,918,585 1,710,116 

負債合計 7,408,796 5,727,877 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年10月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 531,400 531,400 

資本剰余金 568,000 568,000 

利益剰余金 4,825,679 5,470,873 

自己株式 △32,332 △32,332 

株主資本合計 5,892,747 6,537,940 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △266 

評価・換算差額等合計 － △266 

純資産合計 5,892,747 6,537,674 

負債純資産合計 13,301,543 12,265,551 
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年11月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 8,210,272 9,199,533 

売上原価 5,625,544 6,298,891 

売上総利益 2,584,728 2,900,641 

販売費及び一般管理費 1,384,134 1,567,479 

営業利益 1,200,593 1,333,162 

営業外収益   

受取利息 1,397 1,309 

協賛金収入 4,492 4,201 

物品売却益 3,454 5,440 

その他 10,362 8,648 

営業外収益合計 19,706 19,599 

営業外費用   

支払利息 6,422 5,422 

その他 120 134 

営業外費用合計 6,542 5,556 

経常利益 1,213,757 1,347,205 

特別損失   

減損損失 24,373 － 

特別損失合計 24,373 － 

税引前四半期純利益 1,189,383 1,347,205 

法人税等 474,822 537,444 

四半期純利益 714,561 809,761 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、カー用品等販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

  

（３）四半期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）

（セグメント情報等）

５．補足情報

販売の状況

 ①品種別売上高

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

自 平成24年11月１日 自 平成25年11月１日

至 平成25年１月31日 至 平成26年１月31日

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

タイヤ 5,458,710 66.5 6,080,225 66.1

ホイール 1,958,646 23.9 2,176,292 23.7

用品 224,651 2.7 232,714 2.5

作業料 568,264 6.9 710,301 7.7

合  計 8,210,272 100.0 9,199,533 100.0
 

 ②販路別売上高

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

自 平成24年11月１日 自 平成25年11月１日

至 平成25年１月31日 至 平成26年１月31日

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

店舗売上 5,323,840 64.9 5,917,192 64.3

本部売上(通販) 1,873,415 22.8 2,192,049 23.8

本部売上(卸) 1,013,017 12.3 1,090,291 11.9

合  計 8,210,272 100.0 9,199,533 100.0
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