
平成18年３月期 個別財務諸表の概要

 

 
　　　　平成18年５月19日

上場会社名 株式会社オートバックスセブン 上場取引所 大・東

コード番号 9832 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.autobacs.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役 氏名　住野　公一

問合せ先責任者　役職名 経理・財務部長 氏名　三好　聡 ＴＥＬ（03）6219－8728

決算取締役会開催日 平成18年５月19日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月29日 定時株主総会開催日 平成18年６月28日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）経営成績 （注）百万円未満は切り捨てにより表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 203,056 4.6 13,637 82.2 15,692 24.5

17年３月期 194,195 △2.7 7,482 4.9 12,606 3.1

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 6,965 252.8 185 99 175 56 4.5 7.4 7.7

17年３月期 1,974 △61.0 52 95 － － 1.3 6.3 6.5

（注）①期中平均株式数 18年３月期  36,765,063株 17年３月期 35,488,951株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）百万円未満は切り捨てにより表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 52 00 26 00 26 00 1,927 28.0 1.2

17年３月期 45 00 21 00 24 00 1,596 85.0 1.1

(3）財政状態 （注）百万円未満は切り捨てにより表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 225,262 161,831 71.8 4,185 13

17年３月期 198,099 150,392 75.9 4,235 20

（注）①期末発行済株式数 18年３月期  38,637,659株 17年３月期 35,487,801株

②期末自己株式数 18年３月期    617,516株 17年３月期 2,155,941株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 　　円 銭 円 銭 円 銭

中間期 97,000 8,100 4,700 28 00 　― 　―

通　期 203,500 16,200 8,900 　― 28 00 56 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　227円03銭
※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる
可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の４から13ページを参照して下
さい。
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５．財務諸表
(1)貸借対照表

 
 

第　58　期
（平成17年３月31日）

第　59　期
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ．流動資産        

現金及び預金   47,646   29,646  

受取手形   395   373  

売掛金 ※４  15,249   15,770  

有価証券   5,124   28,682  

商品   6,860   6,293  

前渡金   11   8  

前払費用   949   950  

繰延税金資産   1,493   1,711  

短期貸付金 ※４  8,973   7,475  

未収入金   13,425   13,674  

その他   60   144  

貸倒引当金   △2,043   △554  

流動資産合計   98,147 49.5  104,176 46.2

Ⅱ．固定資産        

１．有形固定資産        

建物  37,695   38,364   

減価償却累計額  18,179 19,515  20,164 18,200  

構築物  4,927   5,029   

減価償却累計額  3,112 1,814  3,341 1,687  

機械及び装置  3,871   3,861   

減価償却累計額  2,908 963  3,039 821  

車両運搬具  253   225   

減価償却累計額  159 93  156 68  

工具、器具及び備品  5,089   4,937   

減価償却累計額  4,238 851  4,110 826  

土地   18,369   19,614  

建設仮勘定   172   242  

有形固定資産合計   41,779 21.1  41,461 18.4
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第　58　期
（平成17年３月31日）

第　59　期
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

借地権   643   650  

ソフトウェア   2,329   3,942  

その他   453   265  

無形固定資産合計   3,427 1.7  4,857 2.2

３．投資その他の資産        

投資有価証券   11,421   24,937  

関係会社株式   10,091   12,392  

出資金   0   0  

長期貸付金   2,369   4,293  

関係会社長期貸付金   4,359   6,895  

長期前払費用   660   633  

繰延税金資産   5,557   5,352  

長期差入保証金   23,158   22,234  

その他   744   2,344  

投資損失引当金   △1,109   △1,065  

貸倒引当金   △2,509   △3,252  

投資その他の資産合計   54,745 27.7  74,766 33.2

固定資産合計   99,952 50.5  121,086 53.8

資産合計   198,099 100.0  225,262 100.0
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第　58　期
（平成17年３月31日）

第　59　期
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ．流動負債        

買掛金   12,793   13,905  

短期借入金   －   4,285  

未払金 ※3,4  11,017   13,283  

未払費用   1,693   3,124  

未払法人税等   557   3,800  

前受金   52   48  

預り金   2,061   2,698  

前受収益   908   935  

その他   409   111  

流動負債合計   29,495 14.9  42,194 18.8

Ⅱ．固定負債        

転換社債型新株予約権付
社債

  10,000   270  

長期借入金   －   11,243  

長期未払金   85   49  

役員退職給与引当金   115   107  

事業再構築引当金   －   1,164  

預り保証金   8,009   8,401  

長期前受収益   1   －  

固定負債合計   18,211 9.2  21,236 9.4

負債合計 ※４  47,706 24.1  63,431 28.2
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第　58　期
（平成17年３月31日）

第　59　期
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ．資本金 ※１  31,958 16.1  33,998 15.1

Ⅱ．資本剰余金        

１．資本準備金  32,241   34,278   

２．その他資本剰余金        

　　自己株式処分差益  －   234   

資本剰余金合計   32,241 16.3  34,512 15.3

Ⅲ．利益剰余金        

１．利益準備金  1,296   1,296   

２．任意積立金        

(1）事業拡張積立金  665   665   

(2）資産圧縮積立金  666   666   

(3）別途積立金  84,650   84,650   

３．当期未処分利益  3,800   8,897   

利益剰余金合計   91,079 46.0  96,175 42.7

Ⅳ．その他有価証券評価差額金   201 0.1  722 0.3

Ⅴ．自己株式 ※２  △5,087 △2.6  △3,578 △1.6

資本合計   150,392 75.9  161,831 71.8

負債及び資本合計   198,099 100.0  225,262 100.0
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(2)損益計算書

 
 

第　58　期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高 ※1,3  194,195 100.0  203,056 100.0

Ⅱ．売上原価        

商品期首たな卸高  8,005   6,860   

当期商品仕入高  153,549   159,776   

計  161,555   166,637   

商品期末たな卸高  6,860 154,694 79.7 6,293 160,343 79.0

売上総利益   39,501 20.3  42,712 21.0

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※２  32,018 16.4  29,075 14.3

営業利益   7,482 3.9  13,637 6.7

Ⅳ．営業外収益 ※３       

受取利息  345   403   

受取配当金  489   251   

受取家賃  3,021   165   

情報機器賃貸料  1,168   1,147   

その他  1,609 6,634 3.4 1,562 3,530 1.7

Ⅴ．営業外費用        

支払利息  4   44   

情報機器賃貸費用  －   730   

固定資産除却損  93   177   

その他  1,412 1,511 0.8 522 1,475 0.7

経常利益   12,606 6.5  15,692 7.7

Ⅵ．特別利益        

固定資産売却益  ※４ 76   －   

投資有価証券売却益  609   －   

関係会社株式売却益  71   －   

貸倒引当金戻入益  741   864   

投資損失引当金戻入益  707 2,205 1.2 9 873 0.4
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第　58　期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ．特別損失        

固定資産売却損 ※５ 269   －   

固定資産除却損 ※６ 61   －   

減損損失 ※10 5,268   694   

投資有価証券評価損  －   206   

関係会社株式評価損  1,056   834   

関係会社株式売却損  13   －   

投資損失引当金繰入額  246   －   

貸倒引当金繰入額  －   612   

関係会社整理損 ※７ 1,585   147   

店舗退店費用 ※８ 201   －   

事業再構築費用 ※９ －   2,005   

退職給付制度終了費用  339   －   

特別退職金  －   258   

訴訟和解費用  30 9,071 4.7 － 4,761 2.3

税引前当期純利益   5,740 3.0  11,805 5.8

法人税、住民税及び事業
税

 3,131   5,200   

法人税等調整額  634 3,765 2.0 △360 4,839 2.4

当期純利益   1,974 1.0  6,965 3.4

前期繰越利益   2,571   2,854  

中間配当額   745   922  

当期未処分利益   3,800   8,897  
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(3)利益処分案

  
第　58　期

株主総会承認日
（平成17年６月28日）

第　59　期
株主総会承認日

（平成18年６月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ．当期未処分利益   3,800  8,897

Ⅱ．任意積立金取崩高      

資産圧縮積立金取崩高  0 0 0 0

合計   3,800  8,897

Ⅲ．利益処分額      

配当金  851  1,004  

役員賞与金  95  128  

（うち監査役賞与金）  (5)  (10)  

任意積立金      

別途積立金  － 946 3,900 5,032

Ⅳ．次期繰越利益   2,854  3,864
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重要な会計方針

項目
第　58　期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

１．満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

１．満期保有目的債券

同左

 ２．子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

２．子会社株式および関連会社株式

同左

 ３．その他有価証券

(1）時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

３．その他有価証券

(1）時価のあるもの

同左

 (2）時価のないもの

移動平均法による原価法

(2）時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

  

(1）卸売部門

(2）小売部門

主として移動平均法による原価法

主として売価還元法による原価法

同左

同左

３．固定資産の減価償却の方法   

(1）有形固定資産 定率法によっております。なお、主な耐用

年数は次のとおりであります。

１．店舗用建物および構築物

当社が独自に見積もった経済耐用年数

によっております。なお、事業用定期

借地権が設定されている賃借地上の建

物および構築物については、当該契約

年数を耐用年数としております。

同左

 建物 ３～20年

構築物 ３～20年

 

 ２．上記以外のもの  

 建物 ３～45年

構築物 ３～30年

機械及び装置 ５～15年

工具、器具及び備品 ２～20年

 

(2）無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用

のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

同左

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

同左
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項目
第　58　期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．引当金の計上基準   

(1）貸倒引当金 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率法により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

同左

(2）投資損失引当金 関係会社への投資に係る損失に備えるため、

当該会社の財政状態等を勘案して計上して

おります。

同左

(3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末に

おける退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。なお、数理

計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。

 （追加情報）

確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年10

月１日付けで税制適格退職年金制度につい

て、確定拠出年金制度・退職金前払制度選

択制の併用型に移行いたしました。本移行

に伴う影響額は、特別損失の「退職給付制

度終了費用」として339百万円計上してお

ります。

─────────

 

(4）役員退職給与引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。なお、役員の退職金制度を見直し、平

成14年７月以降対応分については引当計上

を行っておりません。

同左

(5) 事業再構築引当金  ───────── 事業の再構築に伴い発生する損失に備える

ため、投資金額および債権金額を超えて負

担することとなる損失見込額を計上してお

ります。

 （追加情報）

オフィサー制導入等により事業再構築の意

思決定が迅速になされるようになったこと

に伴い、当社が保有する投資額および債権

金額の合計額を超えて負担することとなる

損失見込額を「事業再構築引当金」として

計上することとしております。 　　　　

　　　　　　　　 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
第　58　期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

７．ヘッジ会計の方法   

(1）ヘッジ会計の方法 振当処理を採用しております。 同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 通貨スワップ

ヘッジ対象 外貨建買掛金

同左

(3) ヘッジ方針及びヘッジ

有効性評価の方法

外貨建取引に係る将来の為替相場の変動リ

スクを回避する目的で、外貨建買掛金の残

高および予定取引高の範囲内でヘッジする

方針であり、有効性の評価を行い、経理部

門においてチェックする体制をとっており

ます。

同左

８．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左

会計処理方法の変更

項目
第　58　期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

固定資産の減損に係る会計基準 「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会平成14年

８月９日）および「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）が平成16

年３月31日に終了する事業年度に係る財務

諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準および同適

用指針を適用しております。これにより税

引前当期純利益が5,268百万円減少してお

ります。なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

 ────────

不動産賃貸借収支に係る会計

処理 

 ───────── 従来、不動産賃貸借料は営業外収益に、不

動産賃貸借費用は販売費及び一般管理費な

らびに営業外費用に計上しておりましたが、

店舗網の拡大等に伴い今後とも継続的に収

益計上が見込まれること、新会計システム

の導入により不動産の賃貸借収支に係る損

益を店舗ごとに正確に把握できるように

なったことに伴い、収益および費用を適切

に対応表示させるため、当事業年度から不

動産賃貸借料は「売上高」に、不動産賃貸

借費用は売上原価に計上する方法に変更し

ております。

この結果、従来と同一の方法によった場合

と比較して、売上高は3,256百万円、売上

総利益は240百万円、営業利益は2,819百万

円それぞれ増加しております。なお、経常

利益に与える影響はありません。

- 11 -



項目
第　58　期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

情報機器賃貸料に係る会計処理  ───────── 従来、営業外収益に含まれる情報機器賃貸

料に対応する費用を販売費及び一般管理費

に計上しておりましたが、新会計システム

の導入により情報機器賃貸料に対応する費

用を正確に把握できるようになったことに

伴い、収益および費用を適切に対応表示さ

せるため、当事業年度から、情報機器賃貸

費用を営業外費用に計上する方法へ変更し

ております。

この結果、従来と同一の方法によった場合

と比較して、営業利益が730百万円増加し

ております。なお、経常利益に与える影響

はありません。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

項目
第　58　期

（平成17年３月31日）
第　59　期

（平成18年３月31日）

※１．授権株式数 普通株式 109,402,300株 普通株式     109,402,300株

発行済株式総数 普通株式 37,643,742株 普通株式      39,255,175株

※２．自己株式 当社が保有する自己株式の数は普通株式

2,155,941株であります。

当社が保有する自己株式の数は普通株式

617,516株であります。

※３．未払消費税等 未払消費税等310百万円は、流動負債の

「未払金」に含めて表示しております。

未払消費税等222百万円は、流動負債の

「未払金」に含めて表示しております。

※４．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ

ている関係会社に対するものは次のとおり

であります。

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ

ている関係会社に対するものは次のとおり

であります。

 売掛金 5,008百万円

短期貸付金 8,171百万円

未払金 3,633百万円

売掛金      5,493百万円

短期貸付金      6,639百万円

未払金      4,631百万円

 上記のほか、関係会社に対する負債が

4,371百万円あります。

上記のほか、関係会社に対する負債が

5,375百万円あります。

　５．保証債務等 １．子会社の銀行からの借入金に対する保

証

１．子会社の銀行からの借入金に対する保

証

 ㈱エー・エム・シー 1,050百万円

(債務保証枠　1,500百万円)

台湾安托華 202百万円

 (60,000千NTドル)

オートバックスベン

チャーシンガポールプ

ライベートリミテッド

48百万円

(750千Sドル)

オートバックスタイラ

ンドリミテッド 178百万円

(65,000千THバーツ)

上記の内、外貨建の借入金残高の換算につ

いては期末日レートによっております。

２．子会社の出店に対する家賃保証

オートバックス

Ｕ.Ｓ.Ａ., ＩＮＣ．
229百万円

(保証年数10年　2,139千USドル)

上記の外貨建の家賃保証残高の換算につい

ては期末日レートによっております。

オートバックスベン

チャーシンガポールプ

ライベートリミテッド

39百万円

(550千Sドル)

上記の外貨建の借入金残高の換算について

は期末日レートによっております。

２．子会社の出店に対する家賃保証

オートバックス

Ｕ.Ｓ.Ａ., ＩＮＣ．
 216百万円

(保証年数10年　   1,845千USドル)

上記の外貨建の家賃保証残高の換算につい

ては期末日レートによっております。
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項目
第　58　期

（平成17年３月31日）
第　59　期

（平成18年３月31日）

　６．配当制限 商法施行規則第124条第３号に規定する資

産に時価を付したことにより増加した純資

産額は201百万円であります。

商法施行規則第124条第３号に規定する資

産に時価を付したことにより増加した純資

産額は722百万円であります。

　７．貸出コミットメント 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

は次のとおりであります。

貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

は次のとおりであります。

 貸出コミットメントの総額 5,238百万円

貸出実行残高 545百万円

差引額 4,692百万円

貸出コミットメントの総額 5,528百万円

貸出実行残高 　451百万円

差引額 5,076百万円

 なお、上記貸出コミットメント契約におい

ては、借入人の信用状態等に関する審査を

貸出の条件としているものが含まれている

ため、必ずしも全額が貸出実行されるもの

ではありません。

なお、上記貸出コミットメント契約におい

ては、借入人の信用状態等に関する審査を

貸出の条件としているものが含まれている

ため、必ずしも全額が貸出実行されるもの

ではありません。
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（損益計算書関係）

項目

第　58　期

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第　59　期

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

※１．売上高の内訳   

(1）卸売部門 182,562百万円        188,255百万円

(2）小売部門 11,633百万円       11,543百万円

(3）その他 －百万円 3,256百万円

※２．販売費及び一般管理費 販売費に属する費用のおおよその割合は

37.0％であり、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は63.0％であります。主要

な費目および金額は次のとおりであります。

販売費に属する費用のおおよその割合は

38.1％であり、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は61.9％であります。主要

な費目および金額は次のとおりであります。

 従業員給料手当 7,084百万円

退職給付費用 435百万円

広告宣伝費 2,987百万円

支払運賃保管料 2,173百万円

販売促進消耗品費 2,077百万円

地代家賃 1,677百万円

減価償却費 4,758百万円

支払手数料 3,084百万円

貸倒引当金繰入額 935百万円

従業員給料手当     8,536百万円

退職給付費用   415百万円

広告宣伝費     3,052百万円

支払運賃保管料     2,154百万円

販売促進消耗品費     1,824百万円

地代家賃     1,526百万円

減価償却費     1,894百万円

情報処理費 　　　1,134百万円

支払手数料     2,636百万円

貸倒引当金繰入額   212百万円

※３．関係会社との取引

 

関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

１．売上高 61,057百万円

関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

１．売上高   68,343百万円

 ２．営業外収益 ２．営業外収益

 受取家賃 746百万円

上記以外のもの 1,054百万円

受取家賃    147百万円

上記以外のもの    922百万円

※４．固定資産売却益 固定資産売却益の内訳は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 12百万円

車両運搬具 8百万円

土地 49百万円

その他 6百万円

合計 76百万円

────── 

※５．固定資産売却損 固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

土地 252百万円

電話加入権 11百万円

その他 6百万円

合計 269百万円

────── 

※６．固定資産除却損 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物 54百万円

その他 6百万円

合計 61百万円

────── 

※７．関係会社整理損 関係会社整理損は、エリアドミナント戦略

に基づく関係会社の統廃合に伴う損失であ

り、内訳は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入 1,130百万円

子会社株式評価損 193百万円

固定資産除却損 43百万円

その他退店費用 217百万円

合計  1,585百万円

関係会社整理損は、すべて関係会社の清算

結了に伴う子会社株式評価損であります。
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項目

第　58　期

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第　59　期

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

※８．店舗退店費用 店舗退店費用は、直営店舗の退店に伴う損

失であり、内訳は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入 129百万円

固定資産除却損 72百万円

合計  201百万円

──────

※９．事業再構築費用  ────── 事業再構築費用は、関係会社の事業再構築

に伴い発生し得る損失見込額であり、内訳

は次のとおりであります。

事業再構築引当金

繰入

1,128百万円

貸倒引当金繰入  854百万円

その他 22百万円

合計 2,005百万円

※10．減損損失 当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しておりま

す。

用途 場所 種類

減損損

失（百

万円）

遊休

資産

吉川土地

(兵庫県美嚢郡)

土地構

築物等
2,425

その他 土地等 468

店舗
東雲店　　

(広島市南区)

土地

建物等
1,130

賃貸

資産

旧)広島五日市店

(広島市佐伯区)

土地

建物等
371

旧）祇園店　(広

島市

 安佐南区)

土地 301

旧）かしわ店

(千葉県柏市)
土地 214

その他 土地 355

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、遊休資

産および賃貸資産については当該資産単独

で資産のグルーピングをしております。

地価の継続的な下落により土地の時価が取

得時に比べて大幅に下落したため、将来

キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下

回ることとなった資産グループについて、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（5,268百万円）として特

別損失に計上しております。

減損損失の内訳は、土地4,058百万円、構築

物928百万円、建物等280百万円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額と使用価値のいずれか高い価

額としております。

正味売却価額は不動産鑑定士による不動産

鑑定評価額、もしくは路線価等を基準に算

定しております。

使用価値の算定にあたっての割引率は、加

重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）8.24％を使

用しております。

当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しておりま

す。

用途 場所 種類

減損損

失（百

万円）

賃貸

資産

旧)苫小牧店

(北海道

 苫小牧市)

土地 119

賃貸マンション

(東京都港区)  

土地

建物等
317

店舗

走り屋天国セコ

ハン市場高崎店

(群馬県高崎市)

土地

建物等
75

遊休

資産

旧)八戸店

(青森県八戸市)

土地

建物等
126

その他
土地

建物等
55

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、遊休資

産および賃貸資産については当該資産単独

で資産のグルーピングをしております。

地価の継続的な下落により土地の時価が取

得時に比べて大幅に下落したため、将来

キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下

回ることとなった資産グループについて、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を特別損失の「減損損失」として694

百万円計上しております。

減損損失の内訳は、土地575百万円、建物

117百万円、構築物等２百万円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額と使用価値のいずれか高い価

額としております。

正味売却価額は不動産鑑定士による不動産

鑑定評価額、もしくは路線価等を基準に算

定しております。

使用価値の算定にあたっての割引率は、加

重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）8.22％を使

用しております。
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（リース取引関係）

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

関連会社株式で時価のあるもの

区分

第58期（平成17年３月31日） 第59期（平成18年３月31日）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

関連会社株式 717 2,366 1,649 717 2,791 2,074

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

 
第　58　期

（平成17年３月31日）
 

第　59　期
（平成18年３月31日）

 （単位：百万円） （単位：百万円）

（流動の部）    

繰延税金資産    

未払金否認 229  855

未払事業税 61  321

たな卸資産評価損否認 296  281

貸倒引当金損金算入限度超過額 707  144

たな卸資産仕入割戻配賦額否認 94  97

その他 103  11

繰延税金資産合計 1,493  1,711

    

（固定の部）    

繰延税金資産    

減価償却費損金算入限度超過額 2,081  2,363

減損損失 1,926  2,021

関係会社株式評価損否認 1,419  1,194

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,021  824

事業再構築引当金否認 －  465

投資損失引当金否認 443  426

投資有価証券評価損否認 260  322

ゴルフ会員権等評価損否認 63  63

役員退職給与引当金否認 46  43

その他 263  211

繰延税金資産小計 7,526  7,936

評価性引当額 △1,362  △1,630

繰延税金資産合計 6,164  6,305

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △134  △481

資産圧縮積立金 △459  △459

その他 △13  △12

繰延税金負債合計 △607  △953

繰延税金資産の純額 5,557  5,352
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
第　58　期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （単位：％） 法定実効税率と税効果会計適用

後の法人税等の負担率との間の

差異の項目別内訳については、

その差異が法定実効税率の100分

の５以下であるため記載を省略

しております。

法定実効税率 41.0

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

受取配当金等益金不算入 △3.3

住民税均等割等 0.7

評価性引当額の増加 23.7

その他 2.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 65.6
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（１株当たり情報）

第　58　期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 4,235円20銭

１株当たり当期純利益 52円95銭

１株当たり純資産額      4,185円13銭

１株当たり当期純利益   185円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当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。

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
175円56銭

　（注）１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

 
第　58　期

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

第　59　期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 1,974 6,965

普通株主に帰属しない金額（百万円） 95 128

（うち利益処分による役員賞与金） (95) (128)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,879 6,837

普通株式の期中平均株式数（千株） 35,488 36,765

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

普通株式増加数（千株） － 2,183

（うち新株予約権）  (－) (2,183)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

2023年満期ユーロ円貨建転換制

限条項付転換社債型転換比率変

動新株予約権付社債(新株予約

権の数2,000個) 

 ──────

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定における潜在株式数 

 ────── １株当たり当期純利益に関する

会計基準に則り、新株予約権に

係る普通株式増加数の算定にあ

たっては転換仮定方式を採用し

ております。したがって、転換

比率が上昇したことにより、期

首において認識した潜在株式数

は、実際の新株予約権行使によ

り充当した株式数より少なく

なっております。 
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（重要な後発事象）

第　58　期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

─────── 自己株式取得の決議

当社は、平成18年５月19日開催の取締役会において会社法

第165条第２項の規定に基づき、自己株式の取得に係る下

記内容について決議しております。

（1）取得する株式の種類     普通株式

（2）取得する株式の総数 400,000株（上限）

（3）株式の取得価額の総額 2,200百万円（上限）

 (4）取得の日程  平成18年５月22日から

平成18年９月29日まで
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部門別売上高および構成比率

部門

第　58　期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減
（△は減少）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 増減率（％）

卸売部門 182,562 94.0 188,255 92.7 3.1

小売部門 11,633 6.0 11,543 5.7 △0.8

その他 － － 3,256 1.6 －

合計 194,195 100.0 203,056 100.0 4.6

（注）「その他」は不動産賃貸借料であります。

品目別売上高および構成比率  

品目

第　58　期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第　59　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減
（△は減少）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 増減率（％）

タイヤ・ホイール 42,699 22.0 44,147 21.7 3.4

カーエレクトロニクス 62,350 32.1 63,886 31.4 2.5

オイル・バッテリー 14,111 7.3 14,232 7.0 0.9

車外用品 20,429 10.5 21,639 10.7 5.9

車内用品 18,340 9.4 19,290 9.5 5.2

カースポーツ用品他 36,264 18.7 － － －

カースポーツ用品 － － 19,024 9.4 －

サービス － － 2,772 1.4 －

その他 － － 18,061 8.9 －

合計 194,195 100.0 203,056 100.0 4.6

（注）当事業年度より、「カースポーツ用品他」を「カースポーツ用品」、「サービス」、「その他」に区分して表示

　　　しております。「その他」は車販売収入および不動産賃貸借料等であります。
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６．役員の異動
　　　　役員の異動につきましては、平成18年３月29日に開示済みであります。 
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