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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 15,584 △5.6 1,384 12.7 1,519 8.0 875 380.6
21年3月期第3四半期 16,509 ― 1,227 ― 1,407 ― 182 ―

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

22年3月期第3四半期 40.52 ―
21年3月期第3四半期 8.35 ―

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

22年3月期第3四半期 41,696 37,202 88.7 1,711.85
21年3月期 40,393 36,303 89.4 1,670.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  36,999百万円 21年3月期  36,104百万円

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

21年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00
22年3月期 ― 6.00 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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 20,000 △3.5 1,450 28.5 1,650 27.3 900 ― 41.64



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  

(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  無  

(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） 

(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 
１．平成21年11月４日に公表しました通期連結業績予想を修正しております。本資料に掲載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、本資料の
発表日現在当社が入手している情報およ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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料５ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 22,274,688株 21年3月期  22,274,688株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  660,708株 21年3月期  660,624株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 21,614,027株 21年3月期第3四半期 21,800,753株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られ、一部の企業収益に回復

の傾向が見られるものの、急激な円高の進行やデフレの再燃による二番底の懸念が高まるなど、景気の先行きは依然

として不透明な状況となりました。 

 このような経済状況の下で、当社グループ（当社及び連結子会社７社）は、環境の変化に対応していくため、各事

業の特色や技術を活かしながら新しいことへチャレンジし、お客様に製品・サービスにおいて新しい付加価値を提供

する「クルマと暮らしの輝きを創造する企業グループ」を目指して、営業活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 %減）、営業利益 百万

円（同 %増）、経常利益 百万円（同 %増）となり、前期に計上した多額な投資有価証券評価損や固定資産

の除却損がなくなったこともあり、四半期純利益 百万円（同 %増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの営業の業績は次のとおりであります。 

  

（クルマ） 

自動車用品業界におきましては、エコカー減税や補助金等の政府による景気刺激策により自動車の買い替え需要

が増え、環境対応車を中心に自動車販売は回復傾向にあります。しかしながら消費者の節約志向の強まりにより個人

消費が伸び悩むなど、依然として厳しい事業環境が続きました。一方で高速道路のETC割引により自動車の利用が増

えたことで、自動車お手入れ用品に対する関心や需要も増えております。 

このような中、消費者市場向け製品販売においては、ガラス用お手入れ製品「ガラコ」が、春季から夏季にかけ

て実施した消費者向けキャンペーンの効果により販売が増加し、「ガラコワイパーパワー撥水」の取扱店舗数が増加

するなど、ガラスお手入れ製品の販売が好調に推移しました。一方、自動車の保有年数が延び、「愛車をきれいに保

ちたい」という消費者意識の高まりを受け、自動車用補修関連製品「９９工房」の販売も増加しました。そして冬季

商材の新型タイヤチェーンの販売を開始したことで、消費者市場向け製品販売は増収となりました。 

 一方、業務用製品の販売においては、前半は新車販売の低迷の影響を受け、自動車メーカーや自動車ディーラー向

けＯＥＭ製品の販売が苦戦しましたが、自動車販売回復の流れの中、一部車種の販売が好転したことで受注が回復し

ました。また、取扱い施工店の開拓活動にも努めたことで、販売が増加しました。 

 海外向け販売については、前半は輸出先の消費冷え込みや円高による通貨安の影響から受注が減少しましたが、後

半はロシア向けの出荷増により販売が回復し、増収となりました。そして家庭用品分野では、前半は主力製品の「メ

ガネのシャンプー」が、前年からのＴＶＣＭの効果が通年寄与して増収となりました。 

 これらの結果、製品販売においては増収となり、販売促進費等の販管費の見直しや管理コストの削減に努めたこと

で増益となりました。 

 自動車サービス部門におきましては、自動車整備や鈑金部門において、前半は既存顧客からの入庫減少や、景気低

迷による法人顧客のリース車両の減車等の影響により売上が伸び悩みましたが、後半は自動車販売の回復や大型連休

の自動車利用増加等の影響により整備・鈑金受注が回復しました。また、保険誘導に特化した新工場が順調に稼動し

たことや、新設営業所を起点にした新規顧客の開拓に努めたことにより増収となり、労務費の増加や新規投資による

償却負担は増えたものの、のれんの償却がなくなったことや売上高の増加により増益となりました。 

 自動車教習事業においては、若者の「クルマ離れ」が進み、入所者獲得のため近隣校との競争が激化する厳しい事

業環境の中、幅広い教習内容を持つ強みを活かし、地域住民との交流イベントや独自キャンペーンの実施等、積極的

な営業活動を行いました。その結果、自動二輪や職業免許の入所者数は伸ばしたものの、普通免許の入所者獲得に苦

戦し、若干の減収となりました。しかしながら費用の削減に努めたことや前期に行った固定資産の減損処理により償

却負担が減ったことで、前年の損失計上から一転して利益計上となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間におけるクルマ事業部門の売上高は、 百万円（同 %増）、営業

利益は 百万円（同 %増）と増収増益となりました。 

  

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

15,584 5.6 1,384

12.7 1,519 8.0

875 380.6

9,829 3.2

903 120.6
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（暮らし） 

 スーパー銭湯を運営する温浴事業部門におきましては、６月に不採算店舗の極楽湯吹田店を営業譲渡し、残る３店

舗において、「地産地消」をテーマにした地域密着型のイベントやスタンプラリーの実施など、お客様満足度向上の

ための抜本的な経営建て直しに取り組んでまいりました。その結果、店舗の減少による売上高減少や、一部店舗で新

型インフルエンザの影響を受け来店客数が減少したことで大幅な減収となりましたが、不採算店舗の損失がなくなっ

たことや、費用の削減に努めたこと、そして前期に行った固定資産の減損処理により償却負担が減ったことで前年の

損失計上から一転して利益計上となりました。 

 一方、生協向けの家庭用品企画販売事業におきましては、生協各社におけるチラシ紙面の拡充の流れに乗り、企画

採用数が増加したことで増収となりましたが、景気低迷により企画当たりの売上が減少し、チラシ掲載費用の効率が

悪化したことで減益となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における暮らし事業部門は、売上高が 百万円（同 %減）とな

りましたが、温浴事業において償却負担が減ったことで営業利益は 百万円（同 %増）と減収増益となりまし

た。 

  

（産業） 

 産業資材部門においては、半導体や液晶業界の底は脱したことで需要は徐々に回復してきており、本格的な増産投

資の再開も期待されている中、市場は回復してきましたが、オリンピック等の特需があった前年上半期の好調をカバ

ーするには至らずに大幅な減収となりました。一方で、生活資材部門においてはほぼ昨年並の売上高となりました。

また、年度前半の低調な稼働率により原価率が高止まりしたまま推移し、第３四半期以降は徐々に操業は改善傾向に

あるものの、大幅な減益となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における産業資材部門の売上高は 百万円（同 %減）、営業利益

は 百万円（同 %減）と、減収減益となりました。 

  

（その他） 

 不動産賃貸事業におきましては、賃貸マンションをはじめとする主な物件で賃料収入が安定したことで増収とな

り、前期に発生した修繕費等の一過性の費用が減少した結果、増益となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間におけるその他事業部門の売上高は 百万円（同 %増）、営業利益

は 百万円（同 %増）と増収増益となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計期間末は 百万円）となり、 百

万円増加しました。これは現金及び預金が 百万円、売上債権が 百万円増加したことや、投資その他の資産

において 百万円、減価償却がすすみ有形固定資産が 百万円減少したこと等によるものです。  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は 百万円（前連結会計期間末は 百万円）となり、 百万円増

加しました。これは主に、未払法人税等の増加によるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は 百万円（前連結会計期間末は 百万円）となり、

百万円増加しました。これは主に四半期純利益 百万円とその他有価証券評価差額金 百万円の増加および配

当金の支払 百万円によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 百万円（前連結会計期間末は 百万

円）となり、 百万円増加いたしました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の流入（前年同期比 %増）となりました。これは、税金

等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、売上債権の増加額 百万円、たな卸資産の減少額

百万円を主要因としております。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の流入（前年同期は687百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出 百万円、有価証券・投資有価証券の取得による支出 百万円、有価証券・投

資有価証券の売却及び償還による収入 百万円、有形固定資産の売却による収入 百万円を主要因としておりま

す。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の支出（同 %減）となりました。これは、主に配当金の支

払によるものです。 

2,498 11.1

85 156.3

3,054 23.2

241 63.0

202 3.7

151 17.4

２．連結財政状態に関する定性的情報

41,696 40,393 1,303

1,424 1,067

192 663

4,493 4,089 404

37,202 36,303

898 875 333

313

7,979 6,572

1,407

1,454 86.9

1,539 659 1,067 169

271

480 507

638 326

319 32.3
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 通期の業績予想につきましては、厳しい経営環境が続く中においてもグループ各社の取り組みに成果があらわれ

てきており、当第３四半期連結累計期間における連結売上高はほぼ計画通りに推移しましたが、連結営業利益、連結

経常利益および四半期純利益は当第２四半期末の予想を上回る結果となりました。これにより、通期の業績予想を連

結売上高 百万円、連結営業利益 百万円、連結経常利益 百万円、当期純利益 百万円に修正いたし

ました。 

なお、当該業績予想の修正の詳細につきましては平成22年２月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

20,000 1,450 1,650 900

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12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,152,416 6,728,043

受取手形及び売掛金 3,747,682 2,680,375

有価証券 600,460 567,271

商品及び製品 1,223,263 1,366,181

仕掛品 210,019 224,548

原材料及び貯蔵品 438,235 450,189

繰延税金資産 210,344 231,468

その他 257,719 450,124

貸倒引当金 △30,491 △32,219

流動資産合計 14,809,649 12,665,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,292,511 4,926,960

機械装置及び運搬具（純額） 1,046,201 1,425,220

工具、器具及び備品（純額） 166,192 177,278

土地 14,459,279 14,459,279

建設仮勘定 28,526 687,816

その他（純額） 43,625 23,476

有形固定資産合計 21,036,336 21,700,031

無形固定資産   

のれん 9,526 16,707

その他 170,348 147,889

無形固定資産合計 179,874 164,596

投資その他の資産   

投資有価証券 4,537,183 4,332,595

長期預金 500,000 800,000

繰延税金資産 402,226 448,411

その他 279,419 356,711

貸倒引当金 △48,439 △75,218

投資その他の資産合計 5,670,389 5,862,500

固定資産合計 26,886,600 27,727,129

資産合計 41,696,250 40,393,114
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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12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 915,641 930,355

未払法人税等 502,077 118,628

未払金及び未払費用 786,620 836,710

その他 560,264 554,396

流動負債合計 2,764,604 2,440,090

固定負債   

退職給付引当金 915,628 867,111

役員退職慰労引当金 402,751 374,911

製品回収引当金 116,749 117,264

その他 293,586 289,755

固定負債合計 1,728,716 1,649,041

負債合計 4,493,320 4,089,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,310,056 2,310,056

資本剰余金 3,116,158 3,116,158

利益剰余金 32,015,139 31,452,639

自己株式 △329,873 △329,822

株主資本合計 37,111,481 36,549,032

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,359 △270,320

土地再評価差額金 △207,204 △207,204

為替換算調整勘定 32,347 32,514

評価・換算差額等合計 △111,496 △445,010

少数株主持分 202,945 199,959

純資産合計 37,202,930 36,303,981

負債純資産合計 41,696,250 40,393,114

㈱ソフト９９コーポレーション（4464）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 7 -



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,509,803 15,584,673

売上原価 10,868,677 10,216,519

売上総利益 5,641,126 5,368,153

販売費及び一般管理費 4,413,182 3,983,777

営業利益 1,227,944 1,384,376

営業外収益   

受取利息 83,304 63,960

受取配当金 28,134 20,493

その他 76,628 57,549

営業外収益合計 188,067 142,003

営業外費用   

支払利息 1,668 491

その他 7,146 5,893

営業外費用合計 8,815 6,385

経常利益 1,407,196 1,519,994

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,863 6,537

固定資産売却益 － 22,018

投資有価証券売却益 6,293 7,838

受取補償金 － 17,800

特別利益合計 9,157 54,194

特別損失   

投資有価証券評価損 287,098 18,360

ゴルフ会員権売却損 － 7,025

役員退職慰労金 50,000 －

たな卸資産評価損 18,210 －

固定資産除却損 177,406 6,519

減損損失 67,520 －

その他 1,226 3,092

特別損失合計 601,462 34,997

税金等調整前四半期純利益 814,891 1,539,192

法人税、住民税及び事業税 621,568 632,706

法人税等調整額 △1,860 21,492

法人税等合計 619,708 654,198

少数株主利益 12,933 9,089

四半期純利益 182,249 875,903
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 814,891 1,539,192

減価償却費 846,130 659,971

のれん償却額 14,575 7,181

受取利息及び受取配当金 △111,342 △84,453

支払利息 1,668 491

売上債権の増減額（△は増加） △404,194 △1,067,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,919 169,335

仕入債務の増減額（△は減少） 89,495 △14,701

その他 296,061 343,951

小計 1,503,365 1,553,620

利息及び配当金の受取額 99,214 81,514

利息の支払額 △1,668 △326

法人税等の支払額 △822,303 △264,550

法人税等の還付額 － 84,712

営業活動によるキャッシュ・フロー 778,608 1,454,970

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △100,100

有価証券の売却及び償還による収入 300,056 600,051

有形固定資産の取得による支出 △874,478 △480,408

有形固定資産の売却による収入 99,577 326,012

投資有価証券の取得による支出 △499,067 △406,957

投資有価証券の売却及び償還による収入 350,943 38,036

その他 △64,885 294,970

投資活動によるキャッシュ・フロー △687,854 271,604

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △84,706 △51

配当金の支払額 △377,911 △319,448

その他 △9,360 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,977 △319,499

現金及び現金同等物に係る換算差額 △242 △75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △381,465 1,407,000

現金及び現金同等物の期首残高 6,545,093 6,572,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,163,628 7,979,560
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品等 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
クルマ 

（千円） 
暮らし 

（千円） 
産業 

（千円） 
その他 

（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 
 9,525,691  2,811,503  3,977,132  195,476  16,509,803  －  16,509,803

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 19,329  4,120  38,309  70,390  132,150 (132,150)  －

計  9,545,021  2,815,623  4,015,442  265,866  16,641,954 (132,150)  16,509,803

営業利益  409,466  33,377  653,343  128,876  1,225,064  2,880  1,227,944

  
クルマ 

（千円） 
暮らし 

（千円） 
産業 

（千円） 
その他 

（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 
 9,829,382  2,498,380  3,054,166  202,744  15,584,673     －  15,584,673

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 23,425  2,504  32,029  71,636  129,596 (129,596)  －

計  9,852,807  2,500,885  3,086,196  274,381  15,714,270 (129,596)  15,584,673

営業利益  903,381  85,552  241,767  151,279  1,381,981  2,395  1,384,376

事業区分 主要製品等 

クルマ 

洗車用品（カーワックス等）、自動車用補修・整備用品、その他・

家庭用品等、自動車教習事業、オートリース事業、オートサービス

事業、自動車鈑金塗装事業 

暮らし 温浴事業、家庭用品企画販売事業 

産業 工業用の研磨材、濾過材、吸水・洗浄材、生活用品等 

その他 不動産賃貸事業 
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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％超であるため、所在地セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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％超であるため、所在地セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア他 

北米………アメリカ、カナダ 

欧州………ドイツ、イギリス、ロシア他 

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おける売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,294,886  430,950  654,168  78,437  2,458,441

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  16,509,803

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 7.8  2.6  4.0  0.5  14.9

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,111,534  368,815  407,499  61,929  1,949,777

Ⅱ 連結売上高（千円）       －       －       －       －  15,584,673

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
     7.1    2.4     2.6    0.4     12.5

（６）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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