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1. 18年 9月中間期の連結業績(平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日)
(1)連結経営成績 （百万円未満切捨て）

売　　　上　　　高　　 営  業  利  益 経  常　利　益 

百万円　　　 　　％ 百万円 　　　　　％ 百万円　　　 　　％
 18年 9月中間期 5.2  △ 28.8  △ 36.1  

 17年 9月中間期 5.3  95.9  98.8  

 18年 3月期

潜  在  株  式  調  整  後　
１株当たり中間(当期)純利益

百万円　　　 　　％ 円　　　　　　 　銭　 円　　　　　　 　銭　
 18年 9月中間期 △ 12.7  40

 17年 9月中間期 60.1  82

 18年 3月期 98

(注）①持分法投資損益         18年9月中間期  ―　百万円    17年9月中間期    88 百万円   18年3月期  88 百万円

      ②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 6,162,370株　 17年9月中間期 6,479,385株　 18年3月期 6,439,227株

      ③会計処理の方法の変更　　　無

      ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

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　
 18年 9月中間期 02

 17年 9月中間期 16

 18年 3月期 62

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 6,161,870株　 17年9月中間期 6,477,770株　 18年3月期 6,164,070株

(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期     末     残     高
百万円 百万円 百万円 百万円

 18年 9月中間期 1,783

 17年 9月中間期 775

 18年 3月期 1,204

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項　

　　連結子会社数　５ 社　　　持分法適用非連結子会社数　― 社　　　持分法適用関連会社数　― 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

　　連結（新規）    ― 社 　 　(除外) 　― 社 持分法（新規）    ― 社  　　(除外)   　― 社

２. 19年 3月期の連結業績予想(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

百万円 百万円 百万円
通   　期 25,440 1,155 650

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期)　70円 32銭　

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

 　今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

△ 480         △ 659         1,431         

△ 374         

1,102         

△ 41         

△ 146         

994         

△ 1,094         

17,056         7,276         

53         

103         

17,628         

16,509         

42.7         

499         

1,294         

7,419         

7,359         

中 間 （当 期） 純 利 益 １株当たり中間（当期）純利益

42.1         

44.6         

348         

712         

532         

833         

1,497         

304         49         　　　　―

12,800         

12,164         

25,079         

701         

1,173         

　　　　―

　　　　―

1,204         

1,136         
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添 付 資 料

１．企 業 集 団 の 状 況

  当企業集団は、㈱アイエー(当社)及び連結子会社 ㈱アイディーエム、㈱アクシス、㈱アドバンス、

㈱パーソンズ、㈱ｱｲﾃﾞｨｰｴﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞの６社により構成されています。

　当該事業における位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

 当　社

 ㈱アイディーエム、㈱ｱｲﾃﾞｨｰｴﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

 ㈱アイディーエムは当社の店舗設備・営繕業務の一部を行っております

 ㈱アクシス

（コンピュータソフト事業）　㈱アドバンス

 ㈱アドバンスは、当社のコンピュータシステムの保守を行っております

（飲食事業）　㈱パーソンズ

当社の企業集団の主要な事業系統図は、次の通りであります。

 （フランチャイザー）
　㈱オートバックスセブン

・ﾛｲﾔﾘﾃｨｰの支払 　･ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ契約
　･商品の仕入

当　社　の　企　業　集　団　等

・店舗設備、営繕業務

・建設不動産事業
 （連結子会社）
　㈱アイディーエム
　㈱ｱｲﾃﾞｨｰｴﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

・レンタル・ゲーム事業
 （連結子会社）
　㈱アクシス

・その他の事業（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄ事業）
 （連結子会社）
  ㈱アドバンス

・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの保守

・その他の事業（飲食事業）
 （連結子会社）
　㈱パーソンズ

 その他の事業

消

費

者

（
当
 
 
 
 
社
 
）

・
カ
ー
用
品
事
業

当社又は、連結子会社の事業における位置づけ

 カー用品事業

 ﾚﾝﾀﾙ・ｹﾞｰﾑ事業

 事 業 内 容 

 建設不動産事業
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２．経 営 方 針

（１）経営の基本方針

  当社グループの特色は、神奈川県下の状況に極めて精通している点と人材育成に自信を有している点であり、

この２点から今後とも最強のフランチャイジーとしてフランチャイジービジネスに注力していく方針です。

　個々のお客様の期待、必要とされていることの把握に努め、お客様の立場、視点から考えた改善を地道に行

い、お客様の満足を実現することを目標にしております。

（２）利益配分に関する基本方針

  当社グループは、株主に対する安定的な配当の継続を重視しつつ、業績に裏付けられた利益還元を指向して

いく方針です。内部留保金につきましては、配当の安定的な継続が第一と考えておりますが、店舗網の拡充と

経営基礎の強化に備えて充実を図っていく方針です。

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

　投資単位の引き下げについては、株価の水準や取引高等を勘案し、総合的に判断し、将来的には実施したい

と考えております。

（４）目標とする経営指標

　当社グループは、常に収益性、成長性、財務の健全性を重視して企業経営に取り組み、自己資本当期純利益

率、１株当たり当期純利益等の重要な経営指標の最大化に努めてまいります。

（５）中期的な事業展開方針

  カー用品事業につきましては、年間に１店舗のペースで出店していく方針です。また、リロケーションも積

極的に行っていく方針です。

  建設不動産事業につきましては、開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ案件に引続き注力していくほか、フィールズ事業(ﾚﾝﾀﾙﾊｳｽﾌﾟ

ﾛﾃﾞｭｰｽ事業)は、収益性の確保に注力していく方針です。

　レンタル・ゲーム事業につきましては、年間に２店舗のペースで出店していく方針です。

  その他の事業につきましては、コンピュータソフト事業は、優秀な人材の確保、顧客開拓に努め、業容を拡

大していく方針です。飲食事業は、黒字の定着化を推進していく方針です。

なお、店舗展開エリアは、いずれも精通している神奈川県下並びに東京西地区を考えております。

（６）会社の対処すべき課題

　今後の当社グループを取り巻く経営環境を展望しますと、事業環境は回復傾向にあるものの、力強さには欠

けると思われます。このような状況の下、当社グループが対処すべき当面の課題としましては、①主力のカー

用品事業での新規出店、リロケーションの推進 ②建設不動産事業での開発プロジェクト案件の推進 ③レンタ

ル・ゲーム事業での多店舗化の推進 ④コンピュータソフト事業での業容拡大 ⑤飲食事業での黒字定着化 ⑥

自己資本当期純利益率等の向上があげられます。

（７）親会社等に関する事項

該当事項がありません。
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３．経 営 成 績

（１）当中間連結会計期間の概況

  当中間連結会計期間のわが国経済は、経済成長率・企業収益は回復傾向で推移致しました。長らく低迷が続

いた個人消費にも回復の兆しが見えてきました。

　当社グループが属する業界も全般的には、回復傾向で推移致しました。

　このような状況の中、当社グループは、お客様の期待、必要とされていることの把握に総力を挙げ、親切な

接客、豊富な品揃え、分かりやすい売場作りに引続き注力致しました。

  カー用品事業につきましては、既存店の売上拡大、売上利益率の向上・販管費の節減に注力致しましたが、

前年好調であったｵｰﾃﾞｨｵ(特にﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ・ＥＴＣ)が不振で、減収・減益を余儀なくされました。

  建設不動産事業につきましては、収益性の高い開発プロジェクト案件に注力致しました。賃貸物件の売却も

あり、増収を確保することが出来ました。

　レンタル・ゲーム事業につきましては、４月にオープンしました新店(ｹﾞｰﾑ)の運営に注力致しましたが、ゲ

ーム部門が不振で、増収・減益でした。

　その他の事業につきましては、収益の確保に注力し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄ事業は、不振でしたが、飲食事業は、好調

で、減収・増益でした。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は、12,800百万円と前年同期比5.2％の増収を確保することができ

ました。経常利益は、カー用品事業の不振が大きく、532百万円と前年同期比36.1％の減益となりました。ま

た、中間純利益は、前中間連結会計期間の減損損失のような大幅な特別損失は、ありませんでしたが、上記、

経常利益の減益により、304百万円と前年同期比12.7％の減益となりました。

（２）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、わが国経済は、引き続き回復傾向で推移する見込みですが、力強さには欠け

るものと思われます。当社グループを取り巻く経済環境も同様と思われます。

　このような状況のもとで、当社グループは主力のカー用品事業では、既存店舗の質の向上・収益の向上・ﾋﾟ

ｯﾄｻｰﾋﾞｽ部門の強化に注力し、１店舗のﾘﾛｹｰｼｮﾝ(大型化・ﾃｸﾉｷｭｰﾌﾞ店併設)・既存１店舗でのﾃｸﾉｷｭｰﾌﾞ店併設を

計画し、建設不動産事業では、開発プロジェクト案件に注力し、レンタル・ゲーム事業では、既存店舗の収益

向上に注力し、適正な利益の確保・販管費のきめ細やかな管理・人材育成・お客様に満足していただけるサー

ビスの向上を推進していく所存です。

　しかしながら、基本的には下期もカー用品事業等で厳しい状況が、継続するものと予想されますので通期の

売上高は、25,440百万円、経常利益は、1,155百万円、当期純利益は、650百万円を見込んでおります。

（３）財政状態

①当中間連結会計期間の概況

　総資産は、前期末より572百万円増加して17,628百万円となりました。当中間期末日が金融機関休業日によ

る現預金の増加が主な要因です。

　純資産は、前期末より142百万円増加して7,419百万円になり、純資産比率は,42.7％から42.1％に下落しま

した。また、1株当たり純資産は、前期末より30.04円増加して1,204.02円となりました。

　現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前期末より579百万円増加し1,783百万円となりました。

　営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、前年同期比2,089百万円増加して994百万円となりました。仕入債務の増加が

主な要因です。

　投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、前年同期比104百万円増加して△41百万円となりました。有形固定資産の取得

による支出と保証金の返還による収入が主な要因です。

　財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、前年同期比1,476百万円減少して△374百万円となりました。短期借入金の純

減が主な要因です。当中間期末での借入金残高は、前期末より297百万円減少して6,841百万円になりました。

②通期の見通し

　営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰのうち、当中間期に増加した仕入債務は、当期末日も金融機関休業日となるため、

増加する見込です。

　投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、カー用品事業で１店舗のﾘﾛｹｰｼｮﾝを予定しているため、増加する見込です。

　財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰでは、上記の営業活動のｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰに伴い、借入金は、減少する見込です。なお、

借入金の期末残高は、6,830百万円程度になる見込です。

　以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、当期末日が、金融機関休業日になることから、前期末より

増加する見込で1,665百万円程度を予想しています。

 4 



③キャッシュ・フロー指標のトレンド
　平成18年9月中間期 　平成17年9月中間期 　　平成18年3月期

純資産比率(%)

時価ﾍﾞｰｽの純資産比率(%)

債務償還年数(年)

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ

(注) 純資産比率：純資産／総資産

 時価ﾍﾞｰｽの株主資本比率：株式時価総額／総資産

 債務償還年数：有利子負債／営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ／利払い

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

（３）事業等のリスク

・ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ及びｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪﾝ契約について

　当社のｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ店舗及びｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ店舗は、㈱ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽｾﾌﾞﾝ(以下「ＦＣ本部」という)が運営す

るｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ及びｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝのﾌﾗﾝﾁｬｲｼﾞｰとして、自動車用品等の小売業を行っており、当社は当該事

業を主たる業務としております。

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ及びｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ･ｼｽﾃﾑにおいては、ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ店舗及びｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ店舗の出店の都

度、ＦＣ本部とﾌﾗﾝﾁｬｲｼﾞｰとの間でﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ契約（以下「ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ契約」及び「ｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ契約」と

いう）を締結する必要があります。従いまして当社のｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ店舗及びｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾁｪﾝ店舗について同

契約を締結しております。この制度の下では、新規出店の都度ＦＣ本部に出店の承認を申請し、承諾を得る必

要があります。このﾁｪﾝ･ｼｽﾃﾑにおいてはテリトリー制のような一定の商圏における出店の自由またはその独占

の保証はなく、一方、出店地域の制限はありません。ＦＣ本部に加盟申請がなされた場合、各店舗の開設申請

地について、地域特性及び採算性を勘案し、出店の是非を決定することとされております。

42.7

44.1

―

―

44.6

40.0

―

―22.1

42.1

27.3

6.9
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【中間連結財務諸表等】 

４. 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  775,301 1,783,714  1,204,159 

２ 受取手形及び売掛金  772,819 749,985  792,952 

３ たな卸資産 ※２ 6,074,033 5,828,566  5,757,918 

４ その他  793,301 866,746  856,145 

５ 貸倒引当金  △3,675 △4,587  △4,863 

流動資産合計  8,411,780 50.9 9,224,426 52.3  8,606,312 50.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 
※１ 
※２ 

1,636,271 1,935,212  1,994,377 

(2) 土地 ※２ 2,313,870 2,444,011  2,444,011 

(3) その他 ※１ 59,598 364,121  46,152 

有形固定資産合計  4,009,740 24.3 4,743,346 26.9  4,484,542 26.3

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  8,259 ―  ― 

(2) その他  9,877 7,050  8,464 

無形固定資産合計  18,137 0.1 7,050 0.1  8,464 0.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 284,116 377,198  358,823 

(2) 長期貸付金  130,325 118,047  123,824 

(3) 長期前払費用  147,192 74,557  135,238 

(4) 差入保証金 ※２ 2,804,358 2,533,221  2,839,655 

(5) その他  727,969 561,257  509,768 

(6) 貸倒引当金  △24,314 △10,115  △10,618 

投資その他の資産合計  4,069,647 24.7 3,654,166 20.7  3,956,692 23.2

固定資産合計  8,097,524 49.1 8,404,563 47.7  8,449,699 49.5

資産合計  16,509,304 100.0 17,628,989 100.0  17,056,011 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金 ※３ 907,479 1,451,653  650,452 

２ 短期借入金 ※２ 5,484,654 4,225,200  5,934,864 

３ 未払法人税等  338,545 259,259  356,612 

４ 未払消費税等  49,542 23,657  43,480 

５ 未成工事受入金  22,575 56,637  29,135 

６ 賞与引当金  252,163 273,219  235,969 

７ その他  459,763 568,369  601,931 

流動負債合計  7,514,723 45.5 6,857,997 38.9  7,852,446 46.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 908,930 2,615,857  1,204,108 

２ 退職給付引当金  137,454 148,773  142,998 

３ 連結調整勘定  ― ―  5,686 

４ 負ののれん  ― 4,975  ― 

５ その他  588,383 582,369  573,986 

固定負債合計  1,634,767 9.9 3,351,975 19.0  1,926,778 11.3

負債合計  9,149,490 55.4 10,209,972 57.9  9,779,225 57.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,314,100 8.0 ― ―  1,314,100 7.7

Ⅱ 資本剰余金  1,824,791 11.0 ― ―  1,824,791 10.7

Ⅲ 利益剰余金  4,253,667 25.8 ― ―  4,495,600 26.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  97,193 0.6 ― ―  129,964 0.8

Ⅴ 自己株式  △129,938 △0.8 ― ―  △487,670 △2.9

資本合計  7,359,813 44.6 ― ―  7,276,786 42.7

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 16,509,304 100.0 ― ―  17,056,011 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   ― 1,314,100   ―

２ 資本剰余金   ― 1,824,791   ―

３ 利益剰余金   ― 4,683,575   ―

４ 自己株式   ― △490,139   ―

株主資本合計   ― 7,332,326 41.6  ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 86,690   ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 86,690 0.5  ―

純資産合計   ― 7,419,016 42.1  ―

負債純資産合計   ― 17,628,989 100.0  ―
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② 【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  12,164,331 100.0 12,800,301 100.0  25,079,400 100.0

Ⅱ 売上原価  7,665,925 63.0 8,418,513 65.8  15,944,865 63.6

売上総利益  4,498,405 37.0 4,381,788 34.2  9,134,534 36.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 従業員給与  1,076,093 1,102,103  2,240,183 

２ 賞与引当金繰入額  240,442 261,709  224,306 

３ 退職給付費用  11,049 11,716  25,458 

４ 賃借料  812,761 845,599  1,644,481 

５ その他  1,656,459 3,796,806 31.2 1,660,789 3,881,919 30.3 3,705,147 7,839,579 31.2

営業利益  701,599 5.8 499,868 3.9  1,294,955 5.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び配当金  8,386 6,506  16,683 

２ 受取手数料  26,651 25,918  53,863 

３ 受取販売奨励金  13,911 9,081  48,353 

４ 受取賃料  15,342 16,504  30,624 

５ 持分法による投資利益  88,185 ―  88,185 

６ 負ののれん償却額  ― 710  ― 

７ その他  26,544 179,021 1.4 26,195 84,916 0.7 54,776 292,487 1.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  44,906 49,220  85,353 

２ その他  1,971 46,877 0.4 2,807 52,027 0.4 4,264 89,617 0.4

経常利益  833,743 6.8 532,757 4.2  1,497,825 6.0

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  9,276 9,834  15,491 

２ 固定資産売却益 ※1 ― 158  ― 

３ 貸倒引当金戻入益  ― 9,276 0.1 779 10,772 0.1 ― 15,491 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 賃貸借契約解約損  ― 5,219  ― 

２ 減損損失 ※２ 251,062 ―  251,062 

３ 固定資産除却損 ※３ 11,484 ―  22,287 

４ 固定資産売却損 ※４ ― 111  1,906 

５ 関係会社株式売却損  5,130 ―  5,130 

６ リース解約損  56 ―  350 

７ 店舗閉鎖損  1,555 269,289 2.2 ― 5,330 0.1 7,700 288,437 1.2

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 573,730 4.7 538,199 4.2  1,224,879 4.8

法人税、住民税及び 
事業税 

 329,567 245,977  615,940 

法人税等調整額  △104,542 225,024 1.8 △12,222 233,755 1.8 △103,103 512,836 2.0

中間(当期)純利益  348,705 2.9 304,443 2.4  712,043 2.8
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 

(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(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,824,791  1,824,791

Ⅱ 資本剰余金増加高  ― ― ― ―

Ⅲ 資本剰余金減少高  ― ― ― ―

Ⅳ 資本剰余金 

  中間期末(期末)残高 
 1,824,791  1,824,791

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  4,018,234  4,018,234

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間(当期)純利益  348,705 348,705 712,043 712,043

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  77,772 136,071 

２ 役員賞与  35,500 35,500 

３ 持分法除外による剰余金減少高  ― 113,272 63,104 234,676

Ⅳ 利益剰余金 

  中間期末(期末)残高 
 4,253,667  4,495,600
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,314,100 1,824,791 4,495,600 △487,670 7,146,821

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △73,968  △73,968

 役員賞与 △42,500  △42,500

 中間純利益 304,443  304,443

 自己株式の取得 △2,469 △2,469

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― 187,974 △2,469 185,505

平成18年９月30日残高(千円) 1,314,100 1,824,791 4,683,575 △490,139 7,332,326

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 129,964 129,964 7,276,786

中間連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △73,968

 役員賞与 △42,500

 中間純利益 304,443

 自己株式の取得 △2,469

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△43,274 △43,274 △43,274

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△43,274 △43,274 142,230

平成18年９月30日残高(千円) 86,690 86,690 7,419,016

 
 



 12

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税金等調整前 

中間(当期)純利益 
 573,730 538,199 1,224,879

減価償却費  73,147 72,290 148,516

減損損失  251,062 ― 251,062

長期前払費用償却費  10,726 9,865 21,119

その他償却費  1,443 1,413 2,857

のれん償却額  ― △710 ―

連結調整勘定償却額  13,945 ― 27,891

有形固定資産除却損  11,484 ― 22,287

有形固定資産売却損 

(又は売却益(△)) 
 ― △47 1,906

投資有価証券売却益  △9,276 △9,834 △15,491

関係会社株式売却損  5,130 ― 5,130

持分法による投資利益  △88,185 ― △88,185

店舗閉鎖損  1,555 ― 7,700

貸倒引当金の増加額 

(又は減少額(△)) 
 93 △779 △12,414

賞与引当金の増加額  33,334 37,249 17,140

退職給付引当金の増加額  8,345 5,775 13,889

受取利息及び受取配当金  △8,386 △6,506 △16,683

支払利息  44,906 49,220 85,353

売上債権の減少額 

(又は増加額(△)) 
 △4,091 42,966 △24,224

たな卸資産の増加額  △1,219,824 △70,648 △903,709

仕入債務の増加額 

(又は減少額(△)) 
 59,702 801,200 △197,324

未成工事受入金の増加額 

(又は減少額(△)) 
 △67,769 27,501 △61,209

未払消費税等の減少額  △50,890 △19,822 △56,951

その他流動資産の増加額  △11,679 △52,720 △23,589

その他流動負債の増加額 

(又は減少額(△)) 
 △60,405 △33,643 82,670

その他固定負債の増加額 

(又は減少額(△)) 
 △160,018 23,874 △181,096

役員賞与の支払額  △35,500 △42,500 △35,500

その他  △25,929 6,939 △511

小計  △653,350 1,379,283 295,511

利息及び配当金の受取額  3,500 4,125 6,813

利息の支払額  △50,705 △45,092 △92,995

法人税等の支払額  △393,696 △343,330 △690,209

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △1,094,253 994,985 △480,879
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  

有形固定資産 

の取得による支出 
 △32,817 △332,490 △595,813

有形固定資産 

の売却による収入 
 ― 1,442 114

無形固定資産 

の取得による支出 
 △298 ― △298

投資有価証券 

の取得による支出 
 △1,234 △93,781 △3,489

投資有価証券売却 

による収入 
 12,392 12,339 19,813

関係会社株式 

の売却による収入 
 1,500 ― 1,500

貸付けによる支出  △50,000 ― △100,000

貸付金の回収による収入  13,431 57,178 21,188

長期前払費用による支出  △1,500 △797 △3,072

保証金の差入による支出  △5,288 △43,493 △118,622

保証金の返還による収入  160,391 396,982 243,186

その他  △242,620 △38,458 △124,423

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △146,044 △41,077 △659,916

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  

短期借入金の純増減額  1,164,200 △938,100 1,598,100

長期借入金による収入  400,000 1,020,000 1,069,000

長期借入金の返済 

による支出 
 △381,462 △379,815 △738,974

親会社による 

配当金の支払額 
 △77,772 △73,968 △136,071

その他  △2,460 △2,469 △360,192

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,102,505 △374,353 1,431,861

Ⅳ 現金及び現金同等物 

の増加額(又は減少額(△)) 
 △137,792 579,554 291,066

Ⅴ 現金及び現金同等物 

の期首残高 
 913,093 1,204,159 913,093

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
 775,301 1,783,714 1,204,159
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 
(1) 子会社は、全て連結しており

ます。 
(1) 子会社は、全て連結しており

ます。 
(1) 子会社は、全て連結しており

ます。 
連結子会社の数   ５社 
連結子会社の名称 

連結子会社の数   ５社 
連結子会社の名称 

連結子会社の数   ５社 
連結子会社の名称 

㈱アイディーエム 
㈱アドバンス 
㈱アイディーエムパートナ
ーズ 
㈱パーソンズ 
㈱アクシス 

㈱アイディーエム 
㈱アドバンス 
㈱アイディーエムパートナ
ーズ 
㈱パーソンズ 
㈱アクシス 

㈱アイディーエム 
㈱アドバンス 
㈱アイディーエムパートナ
ーズ 
㈱パーソンズ 
㈱アクシス 

(2) 非連結子会社 (2) 非連結子会社 (2) 非連結子会社 
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。 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 
持分法を適用した関連会社数 
１社 
会社等の名称 
㈱ザウスコミュニケーションズ 
なお、持分法を適用していない
関連会社はありません。 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
 従来、持分法適用関連会社で
あった㈱ザウスコミュニケーシ
ョンズは、持分比率低下のため
持分法除外となりました。 

３ 連結子会社の中間決算日に関す
る事項 

３ 連結子会社の中間決算日に関す
る事項 

３ 連結子会社の決算日に関する事
項 

連結子会社の中間決算日は中間
連結決算日と一致しております。 

連結子会社の中間決算日は中間
連結決算日と一致しております。

連結子会社の決算日は連結決算
日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 
イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 
時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 
中間期末日の市場価格
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、売却原
価は移動平均法により
算定) 

中間期末日の市場価格
等に基づく時価法(評
価差額は全部純資産直
入法により処理、売却
原価は移動平均法によ
り算定) 

期末日の市場価格等に
基づく時価法(評価差
額は全部資本直入法に
より処理、売却原価は
移動平均法により算
定) 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 
移動平均法による原価
法 

移動平均法による原価
法 

移動平均法による原価
法 

ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 
オートバックス商品 オートバックス商品 オートバックス商品 

売価還元法による原価法 同左 同左 
販売用不動産、未成工事支
出金及び仕掛品 

販売用不動産、未成工事支
出金及び仕掛品 

個別法による原価法 同左 

販売用不動産、未成工事支
出金及び仕掛品 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

ゲーム関連商品 
移動平均法による原価法 

食材 
最終仕入原価法 

ゲーム関連商品 
同左 

食材 
同左 

ゲーム関連商品 
同左 

食材 
同左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 
最終仕入原価法 同左 同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 

  建物(建物附属設備を除く) 

      定額法 

  建物以外の有形固定資産 

    定率法 

  なお、耐用年数は次の通り 

 であります。 

  建物    ８年～34年 

  構築物   ８年～45年 

  機械及び装置８年～17年 

  車輌運搬具    ６年 

  工具器具備品３年～20年 

  また、残存価額について 

は、取得価額の５～10%とし 

ております。 

   建物(建物附属設備を除く)

          同左 

  建物以外の有形固定資産 

        同左 

 

建物(建物附属設備を除く)

          同左 

  建物以外の有形固定資産 

        同左 

 

ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数は、次の通

りであります。 

ソフトウェア ５年 

施設利用権  10年 

同左 同左 

ハ 長期前払費用 ハ 長期前払費用 ハ 長期前払費用 

定額法 

なお、耐用年数につきまし

ては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっており

ます。 

同左 同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 

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勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備える

ため、賞与支給見込額のうち、

当中間連結会計期間に負担す

べき賞与支給見込額を計上し

ております。 

同左 従業員の賞与支給に備える

ため、賞与支給見込額のうち、

当連結会計年度に負担すべき

賞与支給見込額を計上してお

ります。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

ハ 退職給付引当金 ハ 退職給付引当金 ハ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

 

 

 

(4) 重要な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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務に基づき、

当連結会計年度末において発

生している額を計上しており

ます。 

また、数理計算上の差異は

発生時に全額費用処理してお

ります。 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 

(5) その他中間連結財務諸表作成 

  のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

(5) その他中間連結財務諸表作成

 のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

(5) その他連結財務諸表作成 

 のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 同左 同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、要求払預金

及び取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、容易

に換金可能であり、かつ、価値変

動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資等であります。 

同左 

 

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価値変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

短期的な投資等であります。 
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会計方針の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

 当中間連結会計期間から「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))及び「固 

定資産の減損に係る会計基準適用 

指針」(企業会計基準委員会 平成 

15年10月31日 企業会計基準適用 

指針第６号)を適用しております。 

 これにより販売費及び一般管理 

費が10,109千円減少し、特別損失 

が251,062千円増加しております。 

 この結果、営業利益、経常利益 

が10,109千円増加し、税金等調整 

前中間純利益は240,952千円減少 

しております。 

 

      ――――――――― 

 

 

 

 

 

      ――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

 関する会計基準等） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

 に関する会計基準等の一部改正）

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平 

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17 

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）並びに改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 

 最終改正平成18年８月11日 企業

会計基準適用指針第２号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は7,419,016千円で 

あります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「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))及び「固定資 

産の減損に係る会計基準適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10 

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これにより販売費及び一般管理 

費が20,219千円減少し、特別損失 

が251,062千円増加しております。 

 この結果、営業利益、経常利益 

が20,219千円増加し、税金等調整 

前当期純利益は230,842千円減少 

しております。 

 

      ――――――――― 

 

 

 

   



 18

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

      ――――――――― 

(企業結合に係る会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議 

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会 

計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準 

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

（中間連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」は、当中間連結

会計期間から「負ののれん」として

表示しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当中

間連結会計期間から「負ののれん償

却額」として表示しております。 

 

 

      ――――――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,376,446千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,511,678千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,439,537千円

※２ 担保に供している資産 

たな卸資産 

2,467,691千円

建物 814,090千円

土地 2,313,870千円

投資有価証券 

 35,125千円

差入保証金 

 160,000千円

計 5,790,778千円

上記に対応する債務 

短期借入金 
(一年内返済予定長期借入 
金を含む) 

 3,864,520千円

長期借入金 

 653,880千円

計 4,518,400千円
 

※２ 担保に供している資産 

たな卸資産 

2,811,331千円

建物 1,122,662千円

土地 2,444,011千円

投資有価証券 

 36,150千円

差入保証金 

 160,000千円

計 6,574,155千円

上記に対応する債務 

短期借入金 
(一年内返済予定長期借入
金を含む) 

 3,238,240千円

長期借入金 

 2,341,540千円

計 5,579,780千円
 

※２ 担保に供している資産 

たな卸資産 

2,903,082千円

建物 1,147,125千円

土地 2,444,011千円

投資有価証券 

 43,810千円

差入保証金 

 160,000千円

計 6,698,029千円

上記に対応する債務 

短期借入金 

 4,631,480千円

長期借入金 

 971,960千円

計 5,603,440千円
 

 

 

      ――――――――― 

 

 

※３ 当中間連結会計期間末日は、

金融機関休業日のため、買掛

金の未決済分が772,016千円

含まれております。 

 

 

 

 

      ――――――――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

        ――――――――― 

 

 

 

 

 

※２ 減損損失 

  当中間連結会計期間において、 

 当社グループは下記の資産グル 

 ープについて減損損失を計上し 

 ました。 

 

場 所 用 途 種 類 

東京都 

調布市 

転貸 

店舗 

長期前 

払費用 

 

 当社グループは、事業資産につ 

いては、管理会計上の区分で、賃 

貸資産は、個別物件単位でグルー 

ピングしております。 

 上記転貸店舗につきましては、 

当社グループが店舗を閉鎖後、賃 

貸借契約を解約せず物件を転貸し 

ておりますが、現在の支払家賃と 

受取家賃の水準を考慮すると、当 

該物件の長期前払費用の未償却残 

高は全額回収不能と判断し、全額 

減損損失（251,062千円）として 

特別損失に計上しました。 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

の通りであります。 

建物除却損 10,333千円

機械及び装置除却損 

117千円

車輛運搬具除却損 

134千円

工具器具備品除却損 

 898千円

合計 11,484千円
 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

の通りであります。 

車輛運搬具売却益 

 158千円

合計 158千円

 

 

       ――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ――――――――― 

 

 

 

 

 

        ――――――――― 

 

 

 

 

 

 ※２ 減損損失 

  当連結会計年度において、当社

 グループは下記の資産グループに

 ついて減損損失を計上しました。

 

場 所 用 途 種 類 

東京都 

調布市 

転貸 

店舗 

長期前 

払費用 

 

 当社グループは、事業資産につ 

いては、管理会計上の区分で、賃 

貸資産は、個別物件単位でグルー 

ピングしております。 

 上記転貸店舗につきましては、 

当社グループが店舗を閉鎖後、賃 

貸借契約を解約せず物件を転貸し 

ておりますが、現在の支払家賃と 

受取家賃の水準を考慮すると、当 

該物件の長期前払費用の未償却残 

高は全額回収不能と判断し、全額 

減損損失（251,062千円）として 

特別損失に計上しました。 

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

の通りであります。 

建物除却損 11,806千円

構築物除却損 150千円

機械及び装置除却損 

 411千円 

車輛運搬具除却損 

134千円

工具器具備品除却損 

 9,785千円

合計 22,287千円
 

       ――――――――― 

 

 

※４ 固定資産売却損の内訳は、次

の通りであります。 

車輌運搬具売却損 

 111千円
 

※４ 固定資産売却損の内訳は、次

の通りであります。 

工具器具備品売却損 

 1,906千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 6,751,200 ― ― 6,751,200 
 
 

２ 自己株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 587,130 2,200 ― 589,330 
 
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加 2,200 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 
４ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月 27日
定時株主総会 普通株式 73,968 12.0 平成 18 年 3 月 31 日平成 18 年 6 月 27 日

 
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 

（千円） 
１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成 18 年 11 月 17 日

取締役会 普通株式 利益剰余金 64,699 10.5 平成 18 年 9 月 30 日 平成 18 年 12 月 11 日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び 
預金勘定 

775,301千円

現金及び 
現金同等物 

775,301千円
 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在)

現金及び 
預金勘定 

1,783,714千円

現金及び 
現金同等物 

1,783,714千円
 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

(平成18年３月31日現在)

現金及び 
預金勘定 

1,204,159千円

現金及び 
現金同等物 

1,204,159千円

  

 
 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略しております。 
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 (有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末) (平成17年９月30日) 

 
有価証券 

 
１.その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価 
(千円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式  120,380 284,116  163,735 

(2) 債券  ― ―  ― 

(3) その他  ― ―  ― 

  合計  120,380 284,116  163,735 
 
２.時価評価されていない主な有価証券 

関連会社株式  
中間連結貸借対照表

計上額(千円) 

非上場株式  81,554 
  

 
(当中間連結会計期間末) (平成18年９月30日) 

 
有価証券 

 
１.その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価 
(千円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式  119,207 265,248  146,041 

(2) 債券  ― ―  ― 

(3) その他  ― ―  ― 

  合計  119,207 265,248  146,041 
 
２.時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券  
中間連結貸借対照表

計上額(千円) 

非上場株式 

  匿名組合出資金 
 

19,450 

92,500 
  

 
(前連結会計年度末) (平成18年３月31日) 

 
有価証券 

 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式  120,430 339,373  218,943 

(2) 債券  ― ―  ― 

(3) その他  ― ―  ― 

  合計  120,430 339,373  218,943 
 
２.時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券  
連結貸借対照表 
計上額(千円) 

非上場株式  19,450 
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(デリバティブ取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事

項はありません。 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事

項はありません。 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事

項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
 

  
カー用品

事業 

(千円) 

建設 

不動産 

事業 

(千円) 

レンタル・

ゲーム事業

(千円) 

その他の

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  8,609,850 1,904,213 1,353,414 296,852 12,164,331  ― 12,164,331

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 898 42,986 ― 5,871 49,755  △49,755 ―

計  8,610,748 1,947,200 1,353,414 302,723 12,214,087  △49,755 12,164,331

営業費用  8,029,007 1,646,862 1,313,762 284,459 11,274,093  188,638 11,462,731

営業利益  581,740 300,337 39,651 18,263 939,993  △238,394 701,599

  
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 (1) カー用品事業 …… オートバックス商品の販売(タイヤ・ホイール・オーディオ他) 

 (2) 建設不動産事業 …… 建設工事・戸建住宅建設販売 

 (3) レンタル・ゲーム事業 …… レンタルビデオ、ゲームソフトの販売 

 (4) その他の事業 …… 飲食・コンピュータソフトウェアの製作、販売 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 242,452千円であり、

㈱アイエー及び㈱アイディーエムの管理部門に係る費用であります。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

  
カー用品

事業 

(千円) 

建設 

不動産 

事業 

(千円) 

レンタル・

ゲーム事業

(千円) 

その他の

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  8,106,170 2,719,982 1,689,233 284,915 12,800,301  ― 12,800,301

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 704 23,137 32 6,576 30,451  △30,451 ―

計  8,106,875 2,743,120 1,689,265 291,491 12,830,752  △30,451 12,800,301

営業費用  7,738,296 2,460,186 1,672,878 266,680 12,138,042  162,390 12,300,432

営業利益  368,578 282,933 16,387 24,811 692,710  △192,841 499,868

  
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 (1) カー用品事業 …… オートバックス商品の販売(タイヤ・ホイール・オーディオ他) 

 (2) 建設不動産事業 …… 建設工事・戸建住宅建設販売 

 (3) レンタル・ゲーム事業 …… レンタルビデオ、ゲームソフトの販売 

 (4) その他の事業 …… 飲食・コンピュータソフトウェアの製作、販売 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は212,362千円であり、

㈱アイエーの管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

  
カー用品

事業 

(千円) 

建設 

不動産 

事業 

(千円) 

レンタル・

ゲーム事業

(千円) 

その他の

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  17,848,618 3,666,786 2,993,706 570,289 25,079,400  ― 25,079,400

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1,631 61,076 ― 16,568 79,275  △79,275 ―

計  17,850,250 3,727,862 2,993,706 586,857 25,158,676  △79,275 25,079,400

営業費用  16,505,347 3,239,731 2,986,581 537,578 23,269,239  515,205 23,784,444

  営業利益  1,344,902 488,130 7,124 49,278 1,889,436  △594,481 1,294,955

  
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 (1) カー用品事業 …… オートバックス商品の販売(タイヤ・ホイール・オーディオ他) 

 (2) 建設不動産事業 …… 建設工事・戸建住宅建設販売 

 (3) レンタル・ゲーム事業 …… レンタルビデオ、ゲームソフトの販売 

 (4) その他の事業 …… 飲食・コンピュータソフトウェアの製作、販売 

３ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は597,713千円であり、

㈱アイエー及び㈱アイディーエムの管理部門に係る費用であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありま

せん。 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありま

せん。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありま

せん。 

 
【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

海外売上高はないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上高はないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高はないため、該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 1,136円16銭 1,204円02銭 1,173円62銭

１株当たり中間(当期) 
純利益 

53円82銭 49円40銭 103円98銭
 
潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益 

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額

については、潜在株式が

存在しないため記載して

おりません。 

 

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額

については、潜在株式が

存在しないため記載して

おりません。 

 

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が

存在しないため記載して

おりません。 

 
(注) 算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額 
(千円) 

― 7,419,016 ―

普通株式に係る純資産額
(千円） ―

7,419,016 
―

普通株式の発行済株式数
(株) 
 

― 6,751,200 ―

普通株式の自己株式数
(株) 
 

― 589,330 ―

１株当たり純資産の算定
に用いられた普通株式の 
数（株） 

― 6,161,870 ―

 
２.１株当たり中間（当期）純利益 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 348,705 304,443 712,043

普通株主に帰属しない金
額の主要な内訳(千円) 
利益処分による役員賞与 ―

 
 

― 42,500

普通株式に係る中間(当
期)純利益(千円) 

348,705 304,443 669,543

普通株式の 
期中平均株式数(株) 

6,479,385 6,162,370 6,439,227
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(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

当社は、平成 18 年７月 13 日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をして

おります。 

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

１ 平成 18 年 10 月１日付をもって平成 18 年９月 30 日（ただし、当日は株主名簿管理人の休業日に 

つき、実質上は、平成18年９月29日）を基準日として株主の所有株式数を１株につき1.5株の割合を 

もって分割する 

２ 分割により増加する株式数     普通株式 3,375,600 株 

前期首に当該株式分割が行なわれたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

の通りであります。 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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  757円44銭 

１株当たり中間純利益 35円88銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額  802円68銭 

１株当たり中間純利益 32円94銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額  782円41銭 

１株当たり当期純利益 69円32銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 
 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年 3 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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５. 【受注、仕入及び販売の状況】 

 
(1) 受注残高 

当中間連結会計期間における受注残高は、次の通りであります。 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 前年同期比(％) 

建設不動産事業 469,088 188.2

その他の事業 93,739 137.5

合計 562,828 177.3

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績は、次の通りであります。 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 前年同期比(％) 

カー用品事業  

タイヤ 555,233 92.2

ホイール 176,281 98.3

カーオーディオ 1,911,157 86.6

モータースポーツ関連用品 506,474 91.8

オイル 303,582 101.6

小物用品 1,077,804 93.9

バッテリー 129,330 96.1

物販小計 4,659,863 91.0

サービス 403,673 103.9

カー用品事業計 5,063,537 91.9

建設不動産事業 2,221,888 154.8

レンタル・ゲーム事業 1,084,338 136.5

その他の事業 171,649 93.7

合計 8,541,413 107.8

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 前年同期比(％) 

カー用品事業  

タイヤ 1,189,398 98.2

ホイール 200,570 97.2

カーオーディオ 2,330,515 84.9

モータースポーツ関連用品 654,059 95.8

オイル 510,887 101.9

小物用品 1,684,606 96.8

バッテリー 258,657 96.3

物販小計 6,828,696 92.8

サービス 1,278,179 102.0

カー用品事業小計 8,106,875 

内部売上消去等 △704 

計 8,106,170 94.2

建設不動産事業 2,743,120 

内部売上消去等 △23,137 

計 2,719,982 142.8

レンタル・ゲーム事業 1,689,265 

内部売上消去等 △32 

計 1,689,233 124.8

その他の事業 291,491 

内部売上消去等 △6,576 

計 284,915 96.0

合計 12,800,301 105.2

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


