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１【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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,159,863 4,021,967

受取手形及び売掛金 2,349,372 1,545,991

有価証券 319,729 319,511

製品 2,452,877 2,453,915

仕掛品 153,742 180,199

原材料及び貯蔵品 425,703 279,781

その他 734,546 653,803

貸倒引当金 △3,252 △11,600

流動資産合計 9,592,581 9,443,570

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  1,049,043 ※１  1,078,627

機械装置及び運搬具（純額） ※１  212,188 ※１  174,973

工具、器具及び備品（純額） ※１  392,502 ※１  404,164

土地 483,470 483,470

建設仮勘定 36,184 28,618

有形固定資産合計 2,173,389 2,169,854

無形固定資産 267,773 241,263

投資その他の資産   

投資有価証券 844,108 690,844

長期貸付金 234,877 242,084

その他 847,881 926,407

貸倒引当金 △100 △63,288

投資その他の資産合計 1,926,766 1,796,046

固定資産合計 4,367,930 4,207,164

資産合計 13,960,511 13,650,734
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（単位：千円）

当第２四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,708,298 1,742,293

短期借入金 836,000 336,000

1年内返済予定の長期借入金 254,900 247,200

1年内償還予定の社債 355,000 355,000

未払法人税等 91,049 70,609

賞与引当金 290,720 341,477

返品調整引当金 371,900 393,000

その他 747,843 1,077,290

流動負債合計 4,655,711 4,562,870

固定負債   

社債 207,500 385,000

長期借入金 505,000 343,300

退職給付引当金 903,439 879,439

役員退職慰労引当金 395,862 404,205

その他 252,767 256,381

固定負債合計 2,264,568 2,268,325

負債合計 6,920,280 6,831,196

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,637,706 1,637,706

資本剰余金 2,422,246 2,422,246

利益剰余金 3,196,779 3,188,841

自己株式 △182,936 △182,930

株主資本合計 7,073,795 7,065,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115,481 △41,978

土地再評価差額金 △196,648 △196,648

為替換算調整勘定 47,602 △7,697

評価・換算差額等合計 △33,564 △246,324

純資産合計 7,040,230 6,819,538

負債純資産合計 13,960,511 13,650,734
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
  

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
  

  

 
車関連事業 
(千円)

アウトドア・
レジャー・ス
ポーツ関連 
事業(千円)

介護関連事業
(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 3,113,389 323,931 310,780 3,748,101 － 3,748,101 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,113,389 323,931 310,780 3,748,101 － 3,748,101 

  営業利益 333,352 86,127 27,259 446,740 (349,549) 97,190 

 
車関連事業 
(千円)

アウトドア・
レジャー・ス
ポーツ関連 
事業(千円)

介護関連事業
(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 3,103,378 439,479 317,941 3,860,800 － 3,860,800 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,103,378 439,479 317,941 3,860,800 － 3,860,800 

   営業利益 418,237 93,659 40,287 552,183 (214,153) 338,030 
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
  

当第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 事業区分の方法は内部管理上採用している区分を基本としておりますが、製品の用途・性質の類似性を考 

  慮して「車関連事業」、「アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業」及び「介護関連事業」に区分して

  おります。 

 ２ 各事業の主な製品等 

 
 ３ 会計方針の変更 

(前第２四半期連結累計期間) 

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の「１会計方針の変更」の（1）棚卸資産

の評価に関する会計基準の適用」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より適用しております。 

なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間において、「車関連事

業」で257,228千円、「アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業」で7,759千円営業利益が増加しておりま

す。 

  

 
車関連事業 
(千円)

アウトドア・
レジャー・ス
ポーツ関連 
事業(千円)

介護関連事業
(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 5,947,012 368,407 634,215 6,949,636 － 6,949,636 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 5,947,012 368,407 634,215 6,949,636 － 6,949,636 

   営業利益 772,500 45,689 84,886 903,075 (616,296) 286,779 

 
車関連事業 
(千円)

アウトドア・
レジャー・ス
ポーツ関連 
事業(千円)

介護関連事業
(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 5,883,391 554,568 642,563 7,080,524 － 7,080,524 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 5,883,391 554,568 642,563 7,080,524 － 7,080,524 

   営業利益 552,342 61,133 88,543 702,019 (430,533) 271,486 

事業 
区分

製品部門 主要製品等

車関連 
事業 

車用品部門 
車用小物類、オートスポーツ用品(RÄZOブランド等)、車用鏡類、チャ
イルドシート等。 

運搬架台・タイ
ヤ滑止部門 

スキーキャリア及び各種レジャー用具積載用システムキャリア(ＩＮ
ＮＯブランド)、非金属タイヤ滑止(バイアスロンブランド)等。 

ケミカル類部門 芳香剤、消臭剤等のケミカル類等。

電子・電気機器 
部門 

ハロゲンバルブ、自動車用ＨＩＤランプ、エンジンスターター、車内
電装用品、携帯電話関連品、エアクリーナー、カーセキュリティ等。 

アウトドア・レジャー・ 
スポーツ関連事業 

スポーツ用品(スノーボード及びその関連品等)、キャンプ用品、
アウトドア用品、レジャー用品、ウェア類、自転車等。 

介護関連事業 老人介護施設の設置、運営等。
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
  

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
  

  

 
日本 
(千円)

中国
(千円)

その他の地域
(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 3,564,660 99,433 84,007 3,748,101 ― 3,748,101 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 200,236 578,219 ― 778,455 (778,455) ―

計 3,764,897 677,652 84,007 4,526,557 (778,455) 3,748,101 

営業利益又は営業損失(△) 455,734 10,542 △16,022 450,253 (353,063) 97,190 

 
日本 
(千円)

中国
(千円)

その他の地域
(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 3,666,602 79,556 114,642 3,860,800 ― 3,860,800 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 50,257 608,390 ― 658,648 (658,648) ―

計 3,716,859 687,946 114,642 4,519,448 (658,648) 3,860,800 

営業利益又は営業損失(△) 519,320 33,731 △1,718 551,332 (213,302) 338,030 
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
  

当第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  国又は地域の区分は、経済活動の類似性及び地理的近接度を考慮して決定しております。 

本邦以外の区分に属する主な国又は地域については、「中国」、「韓国」及び「米国」に区分しております

が、「韓国」及び「米国」については、全セグメントの売上高に占める割合が10％未満であるため、「その

他の地域」として記載しております。 

２ 会計方針の変更 

(前第２四半期連結累計期間) 

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の「１会計方針の変更」の（1）棚卸資産

の評価に関する会計基準の適用」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より適用しております。  

なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間において、「日本」で

264,988千円営業利益が増加しております。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)並びに 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び 

当第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) 

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
  

  

(企業結合等関係) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

 
日本 
(千円)

中国
(千円)

その他の地域
(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 6,604,327 166,304 179,004 6,949,636 ― 6,949,636 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 264,617 1,160,930 ― 1,425,547 (1,425,547) ―

計 6,868,945 1,327,234 179,004 8,375,184 (1,425,547) 6,949,636 

営業利益又は営業損失(△) 887,961 50,669 △35,686 902,944 (616,164) 286,779 

 
日本 
(千円)

中国
(千円)

その他の地域
(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 6,741,758 143,615 195,150 7,080,524 － 7,080,524 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 123,589 1,138,869 ― 1,262,458 (1,262,458) ―

計 6,865,347 1,282,485 195,150 8,342,982 (1,262,458) 7,080,524 

営業利益又は営業損失(△) 714,095 53,171 △29,074 738,192 (466,706) 271,486 
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(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 

  

 
  

  

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

第２四半期連結累計期間 

  

 
 (注)１ 当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している

  潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

当第２四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 
(平成21年３月31日)

  

 926.27円
 

897.23円

(自  平成20年４月１日 
至  平成20年９月30日) 

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

１株当たり四半期純利益金額 22.99円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 22.92円
 

１株当たり四半期純利益金額 11.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円

項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

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

１株当たり四半期純利益 

四半期純利益 174,754千円 83,944千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純利益 174,754千円 83,944千円

普通株式の期中平均株式数 7,600千株 7,600千株

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

四半期純利益調整額 － －

普通株式増加数 
（うち新株予約権） 

24千株 
(24千株) 

   －
 (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

－ －
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第２四半期連結会計期間 

  

 
 (注)１ 前第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失

  であるため記載しておりません。 

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

   

  

  

  

(重要な後発事象) 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

(自  平成20年７月１日 
至  平成20年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純損失金額(△) △4.81円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円
 

１株当たり四半期純利益金額 27.30円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 27.20円

項目 (自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失

四半期純利益又は四半期純損失(△) △36,575千円 207,484千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△) 

△36,575千円 207,484千円

普通株式の期中平均株式数 7,600千株 7,600千株

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

四半期純利益調整額 － －

普通株式増加数 
（うち新株予約権） 

  －
 (－) 

26千株 
(26千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

－ －

２ 【その他】
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平成20年11月14日

株式会社カーメイト 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社カーメイトの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カーメイト及び連結子会社の平成

20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

 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ているとおり、会社は第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を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  佐  野     裕  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  土  肥     真  ㊞ 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

平成21年11月13日

株式会社カーメイト 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社カーメイトの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カーメイト及び連結子会社の平成

21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  佐  野     裕  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  土  肥     真  ㊞ 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年11月13日 

【会社名】 株式会社カーメイト 

【英訳名】 CAR MATE MFG. CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長  村 田 隆 昭 

【最高財務責任者の役職氏名】  ― 

【本店の所在の場所】 東京都豊島区長崎５丁目33番11号 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号) 

  

  



当社代表取締役会長兼社長村田隆昭は、当社の第45期第２四半期(自 平成21年７月１日 至 平成21

年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認い

たしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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