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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 8,842 9.4 83 352.9 62 73.5 7 △78.3
22年3月期第2四半期 8,082 △11.8 18 ― 36 △34.1 32 53.0

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

23年3月期第2四半期 1.71 ―
22年3月期第2四半期 7.60 ―

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

23年3月期第2四半期 12,702 6,319 49.7 1,504.84
22年3月期 11,970 6,642 55.5 1,581.81

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,319百万円 22年3月期  6,642百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 15.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 20,500 4.9 500 72.1 530 45.9 280 68.9 66.68



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、今後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等については、[添付資料]３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」を御覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 威直貿易（寧波）有限公司 ）、 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） 23年3月期2Q 4,445,000株 22年3月期  4,445,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  245,841株 22年3月期  245,762株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,199,232株 22年3月期2Q 4,333,759株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部景気回復の兆しと共に企業業績は回復傾向にあるもの

の、雇用情勢・所得環境については改善には至っておらず、加えて欧州をはじめとする世界景気の先行き懸念が強ま

り、円高やデフレの影響等依然として不透明な状況が続いております。特に個人消費は将来不安に起因する節約志向

の高まりから依然として低迷しており、企業をとりまく環境は厳しい状況で推移してまいりました。当社グループと

密接な関係にある自動車業界や自動車用品のアフターマーケットの需要も同様に、低調に推移しております。 

 このような環境において、当社グループは積極的な営業活動と利益体質強化に努めた結果、当第2四半期累計期間

の売上高は自動車関連卸売事業の増収により8,842百万円（前年同期比9.4%の増収）、営業利益は自動車関連卸売事

業の増益により83百万円（前年同期比352.9%の増益）になりました。また、経常利益は62百万円（前年同期比73.5%

の増益）になりましたが、当連結累計期間より資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う初年度費用として12百万

円を特別損失として計上した結果、また前年同期は19百万円の特別利益の計上もあり、当第2四半期連結累計期間純

利益は7百万円（前年同期比78.3%の減益）になりました。   

  

（セグメント別の概況）                              （単位：百万円） 

     

（自動車関連卸売事業） 

 自動車関連卸売事業の個人消費は依然として低迷していますが、売上高は7,190百万円となり前年同期比812百万

円（12.7％）の増収となりました。これは今年発表した高・中級アルミホイールが依然として好調に推移している

ことと、カー用品の売上が増加したためであります。したがって、セグメント利益は97百万円（前年同期は8百万

円のセグメント損失）となりました。 

（自動車関連小売事業） 

 自動車関連小売事業の個人消費は依然として低迷しておりますが、今年4月にバーデン安城店が店舗移転を実施

しました結果、店舗規模の縮少と隣接地が工事中という影響もあり、売上高は678百万円となり前年同期比120百万

円（15.1％）の減収となりました。一方、セグメント損失は41百万円（前年同期は6百万円のセグメント損失）と

なりました。これは売上高の減少によるものであります。 

（開発事業） 

 開発事業は中央精機㈱等に対する機械設備納入によるものですが、売上高は342百万円となり前年同期比2百万円

（0.6％）の増収となりました。一方、セグメント利益は2百万円となり（前年同期は18百万円のセグメント損失）

となりました。これはコスト削減の効果による改善となりました。 

（福祉事業） 

 福祉事業は有料老人ホームの順調な推移により、売上高は338百万円となり前年同期比75百万円（28.8％）の増

収となりました。セグメント利益は31百万円（前年同期は32百万円のセグメント利益）となり減益となりました。

（その他） 

携帯電話代理店事業は売上高は318百万円となり前年同期比36百万円（10.2％）の減収、本年4月より開始した新

規事業の賃貸事業の売上高は19百万円となり、合わせて338百万円となり前年同期比16百万円（4.6％）の減収とな

りました。一方、セグメント損失は7百万円（前年同期は17百万円のセグメント利益）と減益となりました。これ

は、携帯電話代理店事業の売上原価の増加によるものであります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

    
自動車関連
卸売事業 

自動車関連
小売事業 開発事業 福祉事業 その他 調整額 連結 

売上高 

当第２四半期 

連結累計期間 
7,190 678 342 338 338 △44 8,842 

前第２四半期 

連結累計期間 
6,377 798 339 262 354 △51 8,082 

セグメント

利益又は損

失（△） 

当第２四半期 

連結累計期間 
97 △41 2 31 △7 1 83 

前第２四半期 

連結累計期間 
△8 △6 △18 32 17 1 18 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産額は12,702百万円となり、前連結会計年度末比731百万円の増加と

なりました。主たる要因は、販売額減少に伴う受取手形及び売掛金が794百万円減少し、一方、冬季需要に向けた

商品在庫が971百万円増加したこと、加えて流動資産に計上されている繰延税金資産が207百万円増加したことよる

ものです。負債総額は6,383百万円となり前連結会計年度末比1,054百万円の増加となりました。主たる要因は短期

借入金が990百万円の増加であります。これらの結果、純資産額は6,319百万円となり前連結会計年度末比323百万

円の減少となりました。主たる要因は繰延ヘッジ損益の減少であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成23年3月期の第2四半期累計期

間（連結）の業績予想を修正しております。詳細は平成22年10月26日付にて別途開示しました「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成22年７月に中国現地法人

として威直貿易（寧波）有限公司を設立いたしました。これに伴い、当社の連結子会社は１社増加しました。   

 これは、当社ホイールの製造委託先がある中国について、現地工場の連携を強化するとともに、日本製の自動車関

連用品を中国国内に販売するために中国に拠点を設置するものです。但し、平成22年９月30日現在においては営業活

動をまだ開始しておりません。 

 なお、当社グループは、自動車関連卸売事業、自動車関連小売事業、開発事業、福祉事業を主たる事業としており

ますが、威直貿易（寧波）有限公司は自動車関連卸売事業に関する業務を行う予定です。 

 この結果、平成22年９月30日現在では、当社グループは、当社・連結子会社４社・持分法適用関連会社１社・その

他の関係会社１社で構成されることとなりました。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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定する方法によっております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項 

 ⅰ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

    当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3 

   月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月 

   31日）を適用しております。 

    これにより、営業利益は370千円、経常利益は1,716千円、税金等調整前四半期純利益は14,633千円減少し

   ております。 

   また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は18,497千円であります。  

  

  

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 827,432 541,944

受取手形及び売掛金 2,423,218 3,217,891

商品 2,502,593 1,531,510

仕掛品 177,576 231,575

原材料及び貯蔵品 68,104 68,327

繰延税金資産 277,207 69,250

その他 464,220 771,366

貸倒引当金 △363 △365

流動資産合計 6,739,990 6,431,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,004,844 3,856,336

減価償却累計額 △1,658,143 △1,590,280

建物及び構築物（純額） 2,346,700 2,266,056

土地 1,877,383 1,431,320

建設仮勘定 － 85,927

その他 582,036 510,481

減価償却累計額 △409,168 △368,211

その他（純額） 172,868 142,270

有形固定資産合計 4,396,952 3,925,573

無形固定資産   

のれん 186,950 195,600

その他 114,780 125,128

無形固定資産合計 301,730 320,728

投資その他の資産   

投資有価証券 671,661 703,549

繰延税金資産 68,990 40,766

その他 523,429 548,993

貸倒引当金 △250 △250

投資その他の資産合計 1,263,831 1,293,060

固定資産合計 5,962,514 5,539,362

資産合計 12,702,504 11,970,864
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 999,276 1,091,785

短期借入金 2,579,926 1,589,926

未払法人税等 67,548 145,045

携帯電話短期解約返戻引当金 77 82

賞与引当金 145,367 138,810

役員賞与引当金 15,200 30,600

その他 691,617 424,558

流動負債合計 4,499,013 3,420,809

固定負債   

長期借入金 1,272,501 1,412,464

繰延税金負債 95,625 92,336

退職給付引当金 54,979 51,741

役員退職慰労引当金 134,466 132,012

資産除去債務 18,707 －

その他 308,162 219,098

固定負債合計 1,884,442 1,907,653

負債合計 6,383,456 5,328,462

純資産の部   

株主資本   

資本金 852,750 852,750

資本剰余金 802,090 802,090

利益剰余金 4,916,968 4,941,300

自己株式 △96,131 △96,102

株主資本合計 6,475,677 6,500,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,363 36,053

繰延ヘッジ損益 △176,268 107,294

為替換算調整勘定 1,275 △984

評価・換算差額等合計 △156,628 142,363

純資産合計 6,319,048 6,642,401

負債純資産合計 12,702,504 11,970,864
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,082,458 8,842,491

売上原価 6,303,661 6,961,802

売上総利益 1,778,797 1,880,689

販売費及び一般管理費 1,760,250 1,796,694

営業利益 18,546 83,995

営業外収益   

受取利息 483 289

受取配当金 2,096 5,681

販売奨励金 12,197 －

持分法による投資利益 18,029 7,138

その他 10,606 3,225

営業外収益合計 43,413 16,334

営業外費用   

支払利息 15,777 19,384

為替差損 － 14,514

その他 9,909 3,480

営業外費用合計 25,687 37,379

経常利益 36,272 62,950

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19,350 －

特別利益合計 19,350 －

特別損失   

固定資産売却損 － 3,194

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,917

特別損失合計 － 16,111

税金等調整前四半期純利益 55,622 46,838

法人税、住民税及び事業税 13,193 65,921

法人税等調整額 9,494 △26,244

法人税等合計 22,688 39,676

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,161

四半期純利益 32,934 7,161
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 （注）１ 事業区分は、当社の内部管理上採用している区分をベースに、製品の種類・性質、販売市場の類似性を考慮

し、自動車関連卸売事業、自動車関連小売事業、開発事業、福祉事業及びその他の事業に区分しております。

２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 自動車関連卸売事業……一般市販市場へのホイールを中心とした自動車関連商品の製造及び販売 

 (2) 自動車関連小売事業……一般消費者へのホイールを中心とした自動車関連商品の販売 

(3) 開発事業……設備等の販売、工事請負 

(4) 福祉事業……高齢者向けの複合福祉サービスの提供 

(5) その他………携帯電話代理店 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しています。  

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  （単位：千円）

  
自動車関連
卸売事業 

自動車関連 
小売事業 

開発事業 福祉事業 その他 計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高                                                

(1) 外部顧客 

に対する

売上高 

 6,327,033  798,579  339,781  262,825  354,238  8,082,458  －  8,082,458

(2) セグメン 

 ト間の内部 

売上高又

は振替高 

 50,596  335  212  －  －  51,144  (51,144)  －

計  6,377,629  798,914  339,994  262,825  354,238  8,133,603  (51,144)  8,082,458

営業費用  6,386,005  805,641  358,386  230,383  336,525  8,116,941  (53,029)  8,063,912

営業利益又は営

業損失（△） 
 △8,376  △6,726  △18,391  32,442  17,713  16,661  1,885  18,546
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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、自動車関連の卸売事業（含む高級３ピースアルミホイールの製造販売事業）を主たる事業とし、

他に自動車用品の小売事業、機械・設備の販売事業、高齢者向けの複合福祉事業等を営んでおります。  

したがって、当社の事業区分は、当社の内部管理上採用している区分をベースに、製品の種類・性質、販売市場の

類似性を考慮し、「自動車関連卸売事業」、「自動車関連小売事業」、「開発事業」、「福祉事業」の４つを報告セ

グメントとしております。 

「自動車関連卸売事業」は一般市販市場へのホイールを中心とした自動車関連商品の製造及び販売、「自動車関連

小売事業」は一般消費者へのホイールを中心とした自動車関連商品の販売、「開発事業」は設備等の販売・工事請

負、「福祉事業」は高齢者向けの複合福祉サービスの提供を行っております。 

  

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 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円）

（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、携帯電話代理店事業、賃貸事

業であります。 

２．セグメント利益の調整額1,340千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）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。  

  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  
  

 報告セグメント 

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 

自動車関連 
卸売事業 

自動車関連  
小売事業  

開発事業 福祉事業 計

売上高                                                      

外部顧客へ

の売上高 
 7,148,101  677,241  342,136  338,575  8,506,054  336,436  8,842,491  ―  8,842,491

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 42,039  900  25  ―  42,966  1,620  44,586 ( )44,586  ―

計  7,190,141  678,141  342,162  338,575  8,549,020  338,056  8,887,077  ( )44,586  8,842,491

セグメント利

益又は損失

（△） 

 97,963  △41,513  2,373  31,808  90,632  △7,977  82,655  1,340  83,995

（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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