
  

 

 

                                  

平成 19年 3 月期      中間決算短信（連結）          平成18年11月20日 

上 場 会 社 名         株式会社 オートウェーブ               上場取引所           ＪＱ              
コ ー ド 番 号          ２６６６                                          本社所在都道府県  千葉県 
（ＵＲＬ  http://www.auto-wave.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長    氏 名 廣岡 等       
問合せ先責任者 役職名 専務取締役         氏 名 西岡 文夫   ＴＥＬ ( 043 ) 250－9090        
米国会計基準採用の有無     無 
 
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） 

 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 
17年9月中間期 

 12,220    △7.9
13,274      △2.0 

△561        ― 
      △ 38     ― 

  △390        ― 
166      △ 1.8 

18年3月期 26,481       △4.3  5    24△90.3 376  △18△28.8  
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

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 
17年9月中間期 

△286        ― 
69      △30.6 

△51.57 
12.45 

― 
― 

18年3月期 113      △61.6  20.47 ― 
(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 ― 百万円      18年3月期 ― 百万円 
    ②期中平均株式数(連結)   18年9月中間期 5,551,000 株   17年9月中間期  5,551,000株   18年3月期 5,551,000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 
17年9月中間期 

16,088 
14,865 

4,762
5,069

29.6 
34.1 

858.04
913.31

18年3月期 15,202 5,158 33.9 929.34
(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 5,551,000株    17年9月中間期  5,551,000株     18年3月期 5,551,000株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による          
キャッシュ・フロー 

投資活動による          
キャッシュ・フロー 

財務活動による          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 
17年9月中間期 

△496  
319 

△718
△ 9

1,232 
△473 

1,129
1,060

18年3月期 701 △613 △200 1,111
(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  7 社  持分法適用非連結子会社数 - 社  持分法適用関連会社数 1 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 25,840 25 △ 10
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)    △1円80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

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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【企業集団の状況】 

当社グループは当社及び子会社8社及び関連会社１社で構成され、自動車用品の販売及びそれに付随

するサービス（取付け、整備および車検等）を主な事業の内容としております。 

当社グループの事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。 

当社は一般消費者に対して、自動車用品の販売を行っております。当社の仕入先は、外部一般自動

車用品卸売業者の他、商品の一部は子会社である㈱シー・エフ・シー（オイル）、㈱シーエムサウンド

（カーナビゲーション、カーオーディオ等）及び㈱七虹（一般用品）から仕入れております。車検及び

整備は㈱ベルガレージに委託しております。㈱ばるクルは、主として当社で買い取った中古自動車用

品を販売しております。㈱シー・マークは、㈱シー・エフ・シーより仕入れた商品を販売しておりま

す。また、㈱コンフォートは、当社浜野店２階においてアミューズメント施設（SPORT WAVE 鉄腕24・

面積3,390㎡）を運営しております。 

 

１．企業集団等の事業系統図 

当社の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品仕入 

（㈱シー・エフ・シーから

の商品仕入） 

商品仕入 

商品販売 商品販売 商品販売 

一 般 消 費 者           

㈱コンフォート（連結子 会社      ） 

（アミューズメント施設の運営） 

サービス 

不動産賃貸 

サービス 

商品仕入 

委託 商品仕入 

商品仕入 

 

当  社 （自動車用品の販売及びそれに付随するサービス） 

メ ー カ ー 及 び 卸 売 業 者                 

㈱シー・エフ・シー（連結子 会社      ） 

㈱    七    虹    （連結子 会社      ） 

㈱シーエムサウンド（連結子 会社      ） 

 

㈱ベルガレージ（連結子 会社      ） 

 

印は商品・サービスの流れを表しております。 （注） 

㈱ばるクル 

（連結子会社） 

㈱シー・マーク

（連結子会社）
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２．関係会社の明細 

 
議 決 権 の

所有(被所有)割合
名 称 住 所 

資 本 金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容
所有割合

(％)

被所有割合

(％)

関  係  内  容 摘要

( 連 結 子 会 社 )        

㈱シー・エフ・シー 千葉市稲毛区 80,000 
自動車用品の販

売事業 
100.0 - 役員の兼任、ｵｲﾙの仕入、設備の賃貸借  

㈱ ベ ル ガ レ ー ジ 千葉市花見川区 60,000 
自動車用品の販

売事業 
100.0 -

役員の兼任、車検及び整備の委託、設備

の賃貸借 
 

㈱ 七 虹 埼玉県三郷市 24,000 
自動車用品の販

売事業 
100.0 -

役員の兼任、一般用品の仕入、設備の賃

貸借 
 

㈱シーエムサウンド 千葉市稲毛区 10,000 
自動車用品の販

売事業 
100.0 -

役員の兼任、ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ･ｶｰｵｰﾃﾞｨｵ等の

仕入、資金貸付、設備の賃貸借 
 

㈱ コ ン フ ォ ー ト 千葉市中央区 30,000 
アミューズメン

ト施設の運営 
100.0 - 役員の兼任、債務保証、不動産の賃貸借  

㈱ ば る ク ル 千葉市花見川区 10,000 
自動車用品の販

売事業 
100.0 - 役員の兼任、不動産の賃貸借  

㈱ シ ー ・ マ ー ク 千葉市稲毛区 30,000 
自動車用品の販

売事業 
82.8 - 営業上の取引  

(持分法適用関連会社)        

㈱ ｼ ｰ ｴ ﾙ ｼ ｰ ｼ ｮ ｯ ﾌ ﾟ 北九州市門司区 100,000 自動車用品販売 20.0 - 営業上の取引  

  

 

【経営方針】 

１．経営の基本方針 

当社グループは、お客様への自動車用品販売と取付け及び車検や整備等のメンテナンスサービ

スのご提供を通して、より豊かで快適なカーライフの実現に貢献することを基本方針としており

ます。 

この経営方針のもと、出店エリアの拡大と需要の創造並びにサービスの質の向上により経営基

盤の拡充を行い、同時に経営の効率化を図ることで企業価値を最大化し、それにより株主に報い

ていく株主重視の経営を実践してまいります。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主に対する利益配分を経営上の重要課題のひとつと考えております。 

株主に対する利益配分は、株主資本の拡充を図ると共に株主資本利益率の向上を図り、配当水

準の維持、向上に努めることを基本方針としております。 

具体的には、中長期的な事業展開と業績を勘案した上で、積極的に株主への利益還元を図って

まいります。 

また併せて、内部留保資金を充実させ、新規出店や新規事業への投資等に活用し、今後の事業

拡大に努めてまいります。 

 

３．目標とする経営指標 

当社グループは、売上高総利益率の向上を図るとともに店舗ごとの費用対効果を重視した経営
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により、収益体質の強化に努めてまいります。 

 

４．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

出店につきましては、首都圏だけでなく今後需要の見込まれる地域へ効率の良い出店を行って

まいります。また従来のロードサイドへの単独出店だけでなく、大型商業施設内への入居形式も

採用することで出店コストを抑えます。また将来の店舗展開に備えた人材の確保と育成も継続し

て行ってまいります。 

また営業面では多彩な品揃えによる集客力の向上と各種メンテナンスチェックによる需要の創

造に努めるとともに当社の技術力を生かしたメンテナンス作業や車検・整備等サービス部門の強

化により幅広い顧客層を開拓し、マーケットの拡大を図ってまいります。 

また管理面では、在庫管理の徹底とロスの防止に努めるとともに新ポスシステムの本格稼動に

より業務の効率化を図ってまいります。 

さらに収益構造の改善により経営の効率化を進めてまいります。 

 

【経営成績及び財政状態】 

１．経営成績 

当中間期における我が国経済は、雇用・所得環境の好転に伴い、個人消費は堅調に推移しまし

たが、自動車用品業界におきましては、若年層の自動車用品への消費マインドの低下、主力のカ

ーナビやオーディオの新車純正装着率の増加等もあり、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと当社は品揃えの充実と積極的な販促活動により新規顧客の獲得に努めま

した。またレディースデーや軽カーデーなどの曜日別サービスデーを設け集客に努めるとともに

各種メンテナンスチェックの徹底により潜在需要を掘り起こすとともに商品絞込みによる重点販

売に注力いたしました。また７月に「ニューポート店」（茨城県ひたちなか市）を開店しました。  

しかし、昨年１０月旗艦店でありました「晴海店」を閉店したことによるダメージが大きく全

体の業績に影響しました。 

その結果、当中間連結会計期間における売上高は12,220百万円と前年同期比7.9％減となりまし

た。また利益につきましては、売上高の減少と粗利益率が前年同期比2.0ポイント低下、また販促

費用と出店費用の増加により、営業利益は561百万円のマイナスと前年同期比523百万円減少、経

常利益は390百万円のマイナスと前年同期比556百万円減少、中間純利益は286百万円のマイナスと

前年同期比356百万円減少しました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

自動車用品事業につきましては、晴海店閉店による影響で売上高は11,732百万円と前年同期比

8.3％減となりました。また競合店との価格競争により粗利率が前年同期比1.8ポイント低下、ま

た販促費用等の増加もあり営業利益は632百万円のマイナスと前年同期比504百万円減少、経常利

益は440百万円のマイナスと前年同期比542百万円減少しました。 

アミューズメント事業につきましては、連結子会社㈱コンフォートが浜野店２階において営業

を行っておりますが、売上高は487百万円と前年同期比3.0％増となりましたが、一部売上原価の

増加等により経常利益は49百万円と前年同期比29.4％減となりました。 
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２．財政状態 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前

中間連結会計期間末に比べ68百万円の増加となり、当中間連結会計期間末には1,129百万円(前年

同期比6.5％増)となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、496百万円の支出（前年同期は、319百万円の獲得）となりま

した。これは、税金等調整前中間純利益の赤字化や仕入債務の増加によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比708百万円増の718百万円となりました。これは、

主に新規出店に伴う店舗不動産へ（建物付属設備、建設仮勘定、保証金差入）の支出及び賃貸資

産の取得を原因とするものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、1,232百万円の獲得（前年同期は473百万円の支出）となりま

した。これは、主に借入金の増加によるものであります。 

 

３．通期の見通し 

７月の「ニューポート店」に続き、１０月「宇都宮店」（栃木県宇都宮市）を出店しております。

また既存店売上高も底堅く推移し粗利率も回復基調にあることから、通期の業績といたしまして

は連結売上高25,840百万円、連結経常利益25百万円、連結当期純損失10百万円を見込んでおりま

す。 



中間連結財務諸表等

　　　科目 金　　　　額 増減額

（資産の部） % % %

※1 1,101,747 1,164,833 63,085 1,157,835

1,209,673 1,175,591 △ 34,081 1,139,896

1,664,940 2,091,171 426,230 1,865,601

その他 508,097 644,759 136,662 433,238

△ 7,570 △ 284 7,285 △ 7,017

4,476,889 30.1 5,076,071 31.6 599,182 4,589,555 30.2

建物 ※1 2,946,119 2,868,893 △ 77,225 2,845,717

工具器具及び備品 ※4 - 886,724 886,724 -

土地 ※1 2,655,251 2,705,801 50,550 2,655,251

その他 ※4 595,331 498,370 △ 96,960 1,015,546

6,196,702 41.7 6,959,790 43.3 763,088 6,516,515 42.9

営業権 250,000 - △ 250,000 200,000

連結調整勘定 46,316 - △ 46,316 39,878

のれん - 183,440 183,440 -

その他 255,630 257,535 1,905 261,842

551,947 3.7 440,976 2.7 △ 110,970 501,721 3.3

敷金及び保証金 3,227,200 3,169,026 △ 58,174 3,110,436

その他 413,895 444,773 30,878 485,922

　　貸倒引当金 △ 1,630 △ 1,900 △ 270 △ 2,100

3,639,465 24.5 3,611,899 22.4 △ 27,566 3,594,259 23.6

10,388,115 69.9 11,012,666 68.4 624,551 10,612,495 69.8

14,865,004 100.0 16,088,737 100.0 1,223,733 15,202,051 100.0

前年同期比

投資その他の資産合計

固定資産合計

無形固定資産合計

2． 無形固定資産

流動資産合計

有形固定資産合計

資産合計

受取手形及び売掛金

たな卸資産

金　　　　額 構成比

Ⅰ．

現金及び預金

　　貸倒引当金

Ⅱ． 固定資産

流動資産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別 前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日）

構成比

当中間連結会計期間末

3． 投資その他の資産

1． 有形固定資産

①　中間連結貸借対照表

前連結会計年度

（平成18年３月31日）

構成比

(単位：千円）

金　　　　額
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　　　科目 金　　　　額 増減額

（負債の部）

1,754,945 1,395,231 △ 359,713 1,591,363

※1 2,856,159 3,257,569 401,410 2,625,569

143,634 135,184 △ 8,449 134,604

※4 1,053,605 1,631,909 578,303 1,407,553

5,808,345 39.1 6,419,895 39.9 611,550 5,759,091 37.9

※1 3,695,413 4,148,910 453,497 3,677,625

51,630 50,485 △ 1,144 54,705

※4 235,718 706,471 470,752 550,776

3,982,761 26.8 4,905,867 30.5 923,105 4,283,107 28.2

9,791,107 65.9 11,325,763 70.4 1,534,655 10,042,198 66.1

(純資産の部）

株主資本

資本金 839,400 5.7 839,400 5.2 - 839,400 5.5

資本剰余金 1,000,044 6.7 1,000,044 6.2 - 1,000,044 6.6

利益剰余金 3,134,334 21.1 2,809,349 17.5 △ 324,984 3,178,875 20.9

4,973,778       33.5 4,648,794       28.9 △ 324,984 5,018,319       33.0

評価･換算差額等

その他有価証券評価差額金 95,983           0.6    114,180         0.7    18,196 140,422          0.9    

95,983           0.6    114,180         0.7    18,196 140,422          0.9    

少数株主持分 4,134             0.0    -                  -      △ 4,134 1,110             0.0    

5,073,896 34.1 4,762,974 29.6 △ 324,984 5,159,852 33.9

14,865,004 100.0 16,088,737 100.0 1,209,671 15,202,051 100.0

Ⅰ． 流動負債

短期借入金

賞与引当金

負債及び資本合計

純資産合計

その他

固定負債合計

負債合計

1

2

3

Ⅲ

長期借入金

支払手形及び買掛金

流動負債合計

Ⅱ． 固定負債

その他

Ⅰ

退職給付引当金

構成比 金　　　　額

1

株主資本合計

Ⅱ

評価･換算差額等合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前年同期比

前連結会計年度

（平成17年９月30日） （平成１8年９月30日）

(単位：千円）

（平成18年３月31日）

構成比 金　　　　額 構成比
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増減額

% % %

13,274,668 100.0 12,220,515 100.0 △ 1,054,152 26,481,945 100.0

8,632,188 65.0 8,182,057 67.0 △ 450,131 17,273,746 65.2

4,642,479 35.0 4,038,458 33.0 △ 604,020 9,208,199 34.8

※1 4,681,095 35.3 4,600,168 37.6 △ 80,926 9,203,008 34.8

△ 38,616 △ 0.3 △ 561,710 △ 4.6 △ 523,094 5,190 0.0

422,451 3.2 335,567 2.7 △ 86,883 759,094 2.9

2,814 2,694 △ 119 5,554

附随業収入 251,648 138,230 △ 113,418 399,844

102,647 132,213 29,565 218,218

65,341 62,429 △ 2,911 135,476

217,315 1.6 164,095 1.3 △ 53,220 387,473 1.5

52,034 49,757 △ 2,277 102,747

161,274 107,048 △ 54,226 273,420

4,006 7,290 3,284 11,305

166,519 1.3 △ 390,238 △ 3.2 △ 556,757 376,811 1.4

- -      6,932 0.1    6,932 - -      

- 6,932 6,932 -

32,128 0.3 12,136 0.1 △ 19,991 148,407 0.5

- 7,808 7,808 -

- 4,327 4,327 52,954

- - - 11,946

賃借契約解約損 - - - 51,378

※2 32,128 - △ 32,128 32,128

134,391 1.0 △ 395,442 △ 3.2 △ 529,833 228,404 0.9

68,375 0.5 53,089 0.4 △ 15,286 150,641 0.6

△ 3,085 △ 0.0 △ 161,160 △ 1.3 △ 158,075 △ 32,855 △ 0.1

少数株主損失 - 0.0 △ 1,110 △ 0.0 - △ 3,024 0.0

69,100 0.5 △ 286,260 △ 2.3 △ 356,471 113,642 0.4

自　平成18年4月 1日

前中間連結会計期間

前年同期比自　平成17年4月 1日

法人税等調整額

減損損失

税金等調整前中間（当期）純利益

法人税、住民税及び事業税

経常利益

Ⅵ．

その他

特別利益

受取手数料

その他

Ⅴ． 営業外費用

特別損失Ⅵ．

貸倒引当金戻入益

附随業原価

支払利息

固定資産売却損

固定資産除却損

子会社株式評価損

受取利息

売上総利益

Ⅲ． 販売費及び一般管理費

営業利益

Ⅳ． 営業外収益

Ⅱ． 売上原価

　　　科目

Ⅰ． 売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別 当中間連結会計期間

金　　　　額 百分比

至　平成17年9月30日 至　平成18年9月30日

金　　　　額 百分比 金　　　　額 百分比

②　中間連結損益計算書

中間（当期）純利益

(単位：千円）

自　平成17年4月 1日

至　平成18年3月31日

前連結会計年度
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(単位：千円）

（資本剰余金の部）

1,000,044 1,000,044

1,000,044 1,000,044

（利益剰余金の部）

3,148,498 3,148,498

中間（当期）純利益 69,100 69,100 113,642 113,642

83,265 83,265 83,265 83,265
3,134,334 3,178,875

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）　　　(単位：千円）

839,400 1,000,044 3,178,875 5,018,319

- - △ 83,265 △ 83,265

- - △ 286,260 △ 286,260

- - - -

- - △ 369,525 △ 369,525

839,400 1,000,044 2,809,349 4,648,794

140,422 140,422 1,110 5,159,852

- - - △ 83,265

- - - △ 286,260

△ 26,242 △ 26,242 △ 1,110 △ 27,352

△ 26,242 △ 26,242 △ 1,110 △ 396,878

114,180 114,180 - 4,762,974

Ⅱ． 利益剰余金増加高

Ⅲ． 利益剰余金減少高

配当金
Ⅴ． 利益剰余金中間期末（期末）残高

Ⅱ． 資本剰余金中間期末（期末）残高

Ⅰ． 利益剰余金期首残高

　　　科目 金　　　　　　　額 金　　　　　　　額

Ⅰ． 資本剰余金期首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別 前中間連結会計期間 前連結会計年度

中間連結会計期間中の変動額合計

平成18年9月30日残高

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当

中間純利益

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）

その他有価証券 評価・換算

評 価 差 額 金 差額等合計

純資産合計

平成18年3月31日残高

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

自平成17年4月 1日 自平成17年4月 1日

至平成17年9月30日 至平成18年3月31日

株　　　主　　　　資　　　　本

評価・換算差額等

③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

平成18年3月31日残高

平成18年9月30日残高

少数株主持分

中間純利益

中間連結会計期間中の変動額合計

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）

　中間連結剰余金計算書
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増減額

△ 529,833

18,090

△ 6,021

56,438

-

△ 32,128

△ 5,855

10,352

△ 7,930

1,782

△ 2,277

4,448

5,512

164,537

93,320

△ 530,216

80,637

△ 185,971

△ 865,116

△ 1,788

6,772

44,029

△ 816,102

△ 48,432

△ 563,345

16,509

811

△ 251

△ 3,353

△ 154,424

23,941

△ 2,430

22,500

147

△ 708,327

348,630

1,322,000

△ 170,250

その他有利子負債の増加による収入 306,558

その他有利子負債の減少による支出 △ 95,435

少数株主からの払込による収入 △ 5,150

配当金の支払額 63

1,706,416

181,985

現金及び現金同等物の期首残高 △ 113,201

68,784

-

△ 781,180

54,131

△ 8,079

-

△ 81,977

5,150

△ 82,041

(単位：千円）

金　　　　　　　額

-

△ 130,456

△ 519,550

170,503

△ 75,019

△ 8,984

102,071

515,228

601,579

△ 2,329,542

1,111,527

△ 79,722

△ 200,905

△ 113,201

5,150

△ 82,439

1,224,729

△ 66,133

254,790

△ 131,430

1,815,500

32,400

△ 7,451
△ 613,307

-

56,358

994,962

8,985

△ 103,124

701,011

△ 34,185

△ 199,811

金　　　　　　　額

613,048

12,459

915

56,438 -

282,823

-

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

当中間連結会計期間

自　平成18年4月 1日

228,404△ 395,442

11,946

32,128

4,711

△ 18,801

1,224,729 1,111,527

1,060,240 1,129,024

△ 473,985 1,232,430

△ 164,488 17,497

- △ 95,435

- 306,558

200,000 1,522,000

△ 632,504 △ 802,754

35,410 384,040

△ 262 △ 114
△ 9,793 △ 718,121

△ 163,235

80,704 104,646

- 22,500

△ 8,811

△ 12,760

△ 1,172 △ 1,423

- △ 3,353

10,499

△ 116,777 △ 680,122

164 16,673

△ 496,811

△ 149,789

△ 44,552

514,567

5,838

△ 105,760

98,738

△ 350,548

△ 61,443

4,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

預り保証金返戻による支出

△ 35,695

△ 318,889 △ 225,569

△ 196,132334,084

△ 200,233

19,193

284,710

Ⅵ．

Ⅳ．

Ⅴ．

現金及び現金同等物の減少額 

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高

Ⅱ． 投資活動によるキャッシュ・フロー

預り保証金受入による収入

有形固定資産の取得による支出

敷金及び保証金の返戻による収入

定期預金の純増減額

敷金及び保証金の差入による支出

受取利息及び受取配当金

貸倒引当金の増加額（△減少額）

減損損失

のれん償却額

営業活動によるキャッシュ・フロー

連結調整勘定償却額 6,021

貸付による支出

△ 51,325

319,290

58,932

△ 13,571

-

子会社株式評価損

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

小計

支払利息

有形固定資産売却損

その他の増減額

たな卸資産の増加額

有形固定資産除却損

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別

264,733

前中間連結会計期間

至　平成17年9月30日

金　　　　　　　額

税金等調整前中間（当期）純利益

減価償却費

4,448

-

- -

49,757

△ 6,932

△ 5,832

-

32,128

1,635

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

短期借入金の純増減額

未払消費税等の増加額（△減少額）

法人税等の支払額

投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の純支出

有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

自　平成17年4月 1日

Ⅲ． 財務活動によるキャッシュ・フロー

退職給付引当金の増加額（△減少額）

仕入債務の増加額（△減少額）

　　　科目

売上債権の増加額

賞与引当金の増加額（△減少額）

-

52,034

④　中間連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ． 営業活動によるキャッシュ・フロー

580

△ 4,219

△ 9,771

△ 9,000 △ 11,430 △ 57,600

前年同期比

至　平成18年9月30日

998

134,391

5,512

△ 4,049
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中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社(7社) 

㈱ベルガレージﾞ、㈱シー・エフ・シー、㈱シーエムサウンド、㈱七虹、㈱コンフォート、㈱ばるクル 

㈱シー・マーク 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社(１社) 

㈱シーエルシーショップ 

３．連結子会社の(中間)決算日等に関する事項 

連結子会社のうち、㈱ﾍﾞﾙｶﾞﾚｰｼﾞ、㈱ｼｰ・ｴﾌ･ｼｰ、㈱七虹の中間決算日は、８月末日であります。また㈱

シー・マークの中間決算日は、6月末日であります 

中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、中間決算

日以降中間連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算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しており､売却

原価は移動平均法により算定しております。) 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

ロ たな卸資産 

商品 

主として移動平均法による原価法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法 

 ただし、賃貸資産及び平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法

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。 

    建物及び構築物･・・・７～34年      工具器具及び備品・・・４～８年 

無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、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。 
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賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担見込額を計上し

ております。 

退職給付引当金 

㈱七虹について、従業員の退職による退職金の支給に充てるため、当中間連結会計期間末の退職給付債

務の見込額を計上しております。 

なお、連結財務諸表提出会社及び他の連結子会社においては、退職金制度を採用しておりません。 

(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。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

イ.ヘッジ会計の方法 

金利スワップは全て特例処理の要件を満たしており、特例処理を採用しております。 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段   ヘッジ対象  

金利スワップ 変動金利の借入 

ハ.ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避するために、デリバティブ取引を個別契約毎に検討し採用しており、投機目的の

ものはありません。 

ニ.ヘッジ有効性の評価方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。 

(6)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

イ.消費税等の処理方法 

税抜方式によっております 

ロ.カーケアクラブの売上計上基準 

従来、車検と2年間のカーメンテナンスのセット商品「カーケアクラブ」は、販売時に売上計上しており

ましたが、前連結会計年度の下期において車検等メンテナンスサービスの提供に対応した額を売上計上す

る方法に変更しました。 

この結果、前中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比較して、売上高は143,321千円増加

し、営業損失は20,482千円減少し、売上総利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は20,482千円増加

しております。 

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 

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、随時引出が可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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６．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）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

適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は4,762,974千円であります。 

 

７．表示方法の変更 

イ．中間連結貸借対照表 

（1）前中間連結会計期間において、「営業権」及び「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中

間連結会計期間から、一括して「のれん」として表示しております。 

なお、当中間連結会計期間末の「営業権」の金額は150,000千円、「連結調整勘定」の金額は33,440千

円であります。 

（2）「工具器具及び備品」は、前中間連結会計期間まで、有形固定資産の「その他」に含めて表示してお

りましたが、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間末の「工具器具及び備品」の金額は240,396千円であります。 

 

ロ.中間連結キャッシュ・フロー計算書 

「連結調整勘定償却額」及び前中間連結会計期間において「減価償却費」に含めて掲記しておりました

営業権償却額は、当中間連結会計期間から、「のれん償却額」として表示しております。 

なお、前中間連結会計期間において「減価償却費」に含まれていた営業権償却額は50,000千円でありま

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 
（平成18年３月31日） 

※１ 担保に供している資産及び被担保債務 ※１ 担保に供している資産及び被担保債務 ※１ 担保に供している資産及び被担保債務

① 担保に供している資産 ① 担保に供している資産 ① 担保に供している資産 
 

現金及び預金 4,198千円

建物 502,619千円

土地 2,654,636千円

計 3,161,453千円
  

 
 

建物 479,542千円

土地 2,654,636千円

計 3,134,178千円
  

 
 

建物 494,351千円

土地 2,654,636千円

計 3,148,987千円
  

② 上記に対応する債務 ② 上記に対応する債務 ② 上記に対応する債務 
 

短期借入金 1,727,731千円

長期借入金 2,542,789千円

計 4,270,520千円
  

 
短期借入金 580,000千円

長期借入金 4,203,280千円

計 4,783,280千円
  

 
短期借入金 226,000千円

長期借入金 3,741,500千円

計 3,967,500千円
  

 ２ 受取手形割引高及び裏書譲渡高  ２ 受取手形割引高及び裏書譲渡高  ２ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 
 

受取手形割引高 ― 千円

受取手形裏書譲渡高 48,010千円
  

 
受取手形割引高 10,068千円

受取手形裏書譲渡高 56,695千円
  

 
受取手形割引高 74,950千円

受取手形裏書譲渡高 60,406千円
  

３ 債務保証 ３ 債務保証 ３ 債務保証 

 顧客のクレジットカード債務につき、

カード会社に対し107,168千円の債務保

証を行っております。 

 顧客のクレジットカード債務につき、

カード会社に対し233,383千円の債務保

証を行っております。 

 

 顧客のクレジットカード債務につき、カー

ド会社に対し211,291千円の債務保証を行っ

ております。 

───── ※４ 中間連結貸借対照表に計上されている

「工具器具及び備品」（627,926千

円）、「その他流動負債」（278,910千

円）及び「その他固定負債」（454,068

千円）は、当社商品をリース会社に売

却し、売却先から当該物件をリースと

して受け、同一物件を第三者に貸与し

たことによるものであり、リース会社

への売却にかかる売上高及び売上原価

は取消処理し、リース会社からの売上

代金を債務として中間連結貸借対照表

に計上しているものであります。上記

の売却先からのリース取引は、リース

契約の形態をとっておりますが、いわ

ゆるセール･アンド・リースバック取引

と同様であることに鑑み、「リース取

引の会計処理及び開示に関する実務指

針（平成６年１月18日会計制度委員

会）」に準じた処理を行っておりま

す。 

※４ 連結貸借対照表に計上されている「そ

の他有形固定資産」（445,897千円）、

「その他流動負債」（221,066千円）及

び「その他固定負債」（300,789千円）

は、当社商品をリース会社に売却し、売

却先から当該物件をリースとして受け、

同一物件を第三者に貸与したことによる

ものであり、リース会社への売却にかか

る売上高及び売上原価は取消処理し、

リース会社からの売上代金を債務として

連結貸借対照表に計上しているものであ

ります。上記の売却先からのリース取引

は、リース契約の形態をとっております

が、いわゆるセール･アンド・リース

バック取引と同様であることに鑑み、

「リース取引の会計処理及び開示に関す

る実務指針（平成６年１月18日会計制度

委員会）」に準じた処理を行っておりま

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） 

※１ 販売費及び一般管理費 ※１ 販売費及び一般管理費 ※１ 販売費及び一般管理費 

 
広告宣伝費 336,055千円

給与手当及び賞与 1,564,982千円

賞与引当金繰入額 134,474千円

退職給付引当金繰入額 2,907千円

賃借料 1,192,670千円

減価償却費 185,363千円
  

 
広告宣伝費 432,912千円

給与手当及び賞与 1,513,251千円

賞与引当金繰入額 124,204千円

退職給付引当金繰入額 3,375千円

賃借料 1,035,102千円

減価償却費 136,630千円

のれん償却額 56,438千円

なお、前中間連結会計期間において減価

償却費に含めて計上していた営業権償却額

は、当中間連結会計期間より、「のれん償

却額」に含めて計上しております。 
  

 
広告宣伝費 703,875千円

給与手当及び賞与 3,179,497千円

貸倒引当金繰入額 715千円

賞与引当金繰入額 126,544千円

退職給付引当金繰入額 6,263千円

賃借料 2,236,802千円

減価償却費 369,781千円
  

※２ 減損損失 ※２ 減損損失 ※２ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

───── 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下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 

長野更埴店 店舗用資産 
建物、構築

物等 
  

    
場所 用途 種類 

長野更埴店 店舗用資産 
建物、構築

物等 
  

当社グループは、原則として各店舗を基

本単位としてグルーピングをしており、

営業活動による損益が継続してマイナス

となる店舗について減損損失を計上して

おります。 

その内訳は、建物23,091千円、構築物

4,604千円及びその他4,432千円でありま

す。 

 当社グループは、原則として各店舗を基

本単位としてグルーピングをしており、

営業活動による損益が継続してマイナス

となる店舗について減損損失を計上して

おります。 

その内訳は、建物23,091千円、構築物

4,604千円及びその他4,432千円でありま

す。 

なお、当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、い

ずれも賃借物件に係るものであり、零と

して評価しております。 

  

 

（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） 

※１ 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 

※１ 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 

※１ 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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） (平成18年３月31日現在）
 
現金及び預金勘定 1,101,747千円

預け入れ期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△41,506千円

現金及び現金同等物 1,060,240千円
  

 
現金及び預金勘定 1,164,833千円

預け入れ期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△35,808千円

現金及び現金同等物 1,129,024千円
  

 
現金及び預金勘定 1,157,835千円

預け入れ期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△46,308千円

現金及び現金同等物 1,111,527千円
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（中間連結株主資本変動計算書関係） 

 

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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（千株） 

当中間連結会計期

間増加株式数（千

株） 

当中間連結会計期

間減少株式数（千

株） 

当中間連結会計期

間末株式数（千

株） 

発行済株式     

  普通株式 5,551 ― ― 5,551 

合計 5,551 ― ― 5,551 

自己株式 ― ― ― ― 

  

2．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

3．配当に関する事項 

 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 83,265 15 平成18年3月31日 平成18年6月27日 

 

 

（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） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

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） 

株式 135,972 297,186 161,214 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 135,972 297,186 161,214 

 

２．時価評価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  

子会社株式 10,983 

その他有価証券 12,300 
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

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） 

株式 137,944 330,309 192,364 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 137,944 330,309 192,364 

 

２．時価評価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  

子会社株式 4,893 

その他有価証券 12,300 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

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） 

株式 137,022 372,979 235,956 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 137,022 372,979 235,956 

 

２．時価評価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  

子会社株式 4,893 

その他有価証券 12,300 

 

（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） 

当社グループは、借入金の金利を固定化し金融費用の安定化を図る目的や、商品輸入に関し将来の為替相

場変動のリスクを軽減する目的のため、財務担当取締役の承認のもと、金利スワップ取引及び通貨スワップ

取引を行なっております。 

当社グループが利用しているデリバティブ取引は、市場金利変動・為替相場変動のリスクを有しています

が、金利スワップ取引については変動分の受取金利と支払借入金利は相殺されるため実質的なリスクは無く、

通貨スワップ取引についても実需の範囲内で実施しているため経営に与えるリスクは限定的のものと判断し

ております。また、当社グループのデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い銀行であるため、相手先の

契約不履行によるリスクはほとんど無いと認識しております。 

なお、デリバティブ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 
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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．取引の状況に関する事項 

イ．取引の内容、取組方針及び利用目的 

当社グループは、借入金の金利の変動(リスク）を低減する目的や、商品輸入に関し将来の為替相場変

動のリスクを軽減する目的のため、デリバティブ取引を行なっております。 

ロ．取引に係るリスクの内容 

当社グループが利用しているデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であり、相

手先の契約不履行に伴うリスクはほとんど無いと認識しております。通貨スワップ取引については、輸入

取引の為替変動リスクを効果的に回避するため活用しており、投機目的で使用していないので、経営に与

えるリスクはほとんど無いものと認識しております。 

ハ．取引にかかるリスク管理体制 

デリバティブ取引については、財務担当取締役の承認のもと、個別契約毎に検討し採用しております。 

 

２．取引の時価等に関する情報 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引    

 受取米ドル・支払円 315,900 7,708 7,708通貨 

 受取香港ドル・支払円 1,017,800 2,594 2,594

金利 フロア取引 60,000 △205 △205

合計 1,393,700 10,097 10,097

（注）ヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いております。 

 

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．取引の状況に関する事項 

イ．取引の内容、取組方針及び利用目的 

当社グループは、借入金の金利の変動(リスク）を低減する目的や、商品輸入に関し将来の為替相場変

動のリスクを軽減する目的のため、デリバティブ取引を行なっております。 

ロ．取引に係るリスクの内容 

当社グループが利用しているデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であり、相

手先の契約不履行に伴うリスクはほとんど無いと認識しております。通貨スワップ取引については、輸入

取引の為替変動リスクを効果的に回避するため活用しており、投機目的で使用していないので、経営に与

えるリスクはほとんど無いものと認識しております。 

ハ．取引にかかるリスク管理体制 

デリバティブ取引については、財務担当取締役の承認のもと、個別契約毎に検討し採用しております。 

 

２．取引の時価等に関する情報 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引    

 受取米ドル・支払円 221,300 4,995 4,995通貨 

 受取香港ドル・支払円 1,017,800 455 455

金利 フロア取引 70,000 △528 △528

合計 1,309,100 4,922 4,922

（注）ヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いております。 
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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） 

 
自動車用品
販売事業 
（千円） 

アミューズ
メント事業
（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 12,801,317 473,351 13,274,668 ― 13,274,668

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

― ― ― ― ―

計 12,801,317 473,351 13,274,668 ― 13,274,668

営業費用 12,928,889 397,928 13,326,818 (13,533) 13,313,284

経常利益 102,032 70,508 172,541 (6,021) 166,519

（注）前連結会計年度より、当社グループのセグメント別経営成績をより適正に表示するものとして、営業利益

（損失）に代えて経常利益を表示しております。 

 

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） 

 
自動車用品
販売事業 
（千円） 

アミューズ
メント事業
（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 11,732,816 487,699 12,220,515 ― 12,220,515

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

― ― ― ― ―

計 11,732,816 487,699 12,220,515 ― 12,220,515

営業費用  12,364,895 437,684 12,802,579 (20,353) 12,782,226

営業利益（△損失）   △632,079 50,015 △582,063     20,353 △561,710

営業外収益      381,931 4,636 386,567 (51,000) 335,567

営業外費用      189,861 4,881 194,742 (30,646) 164,095

経常利益   △440,009 49,770   △390,238 ―   △390,238
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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） 

 
自動車用品
販売事業 
（千円） 

アミューズ
メント事業
（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 25,550,126 931,818 26,481,945 ― 26,481,945

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

― ― ― ― ―

計 25,550,126 931,818 26,481,945 ― 26,481,945

営業費用 25,702,045 813,819 26,515,864 (39,109) 26,476,754

営業利益（△損失） △151,919 117,999 △33,919 39,109 5,190

営業外収益 860,664 429 861,094 (102,000) 759,094

営業外費用 438,901 11,461 450,363 (62,890) 387,473

経常利益 269,843 106,967 376,811 ― 376,811

（注）１．事業区分の方法 

事業は、商品及びサービスの類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業部門の主な商品及び事業内容 

自動車用品販売事業………タイヤ・オイル・カーナビ・カーオーディオ・バッテリー・車用品等 

アミューズメント事業……室内型大型アミューズメント施設の運営 

 

【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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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）、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）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 
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【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 当社は一般の不特定多数の顧客を相手とする小売業であり、店舗陳列商品の販売が原則であるため、該当事

項はありません。 

(3）仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績（自動車用品販売事業）を品目別に示すと、次のとおりであります。  

品目 仕入高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

オーディオ・ビジュアル 2,081,086 26.4 75.6 

タイヤ・ホイール 1,459,206 18.5 100.3 

車内・車外用品 2,769,432 35.1 107.1 

モータースポーツ 424,947 5.4 93.2 

オイル・バッテリー 533,784 6.7 88.3 

カービューティ・ピットサービス 598,605 7.6 104.9 

その他 25,535 0.3 117.9 

合計 7,892,596 100.0 93.5 

（注） 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の売上実績を、事業の種類別セグメント及び品目別、店舗別に示すと、次のとおりであ

ります。 

ａ．事業の種類別セグメント及び品目別売上高 

事業の種類別セグメントの名称（品目） 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

 オーディオ・ビジュアル 2,520,598 20.6 78.3 

 タイヤ・ホイール 1,964,722 16.1 98.9 

 車内・車外用品 3,551,215 29.1 103.7 

 モータースポーツ 557,760 4.6 91.3 

 オイル・バッテリー 1,260,912 10.3 87.1 

 カービューティ・ピットサービス 1,846,813 15.1 88.7 

 その他 30,793 0.2 97.8 

 自動車用品販売事業計 11,732,816 96.0 91.7 

 アミューズメント事業 487,699 4.0 103.0 

合計 12,220,515 100.0 92.1 

 （注） 上記金額に消費税等は含まれておりません。 
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ｂ．店舗別売上高 

店舗 売上高（千円） 構成比（％） 
前年同期比
（％） 

  宮野木店 1,333,710 10.9 97.3 

  富里店 813,035 6.7 99.5 

  茂原店 417,402 3.4 96.7 

  上総君津店 293,889 2.4 103.3 

  柏沼南店 1,621,860 13.3 100.9 

  浜野店 743,582 6.1 102.5 

  あさひ店 209,361 1.7 109.7 

  オイルボーイ 店舗計 164,473 1.3 94.1 

  千葉県小計 5,597,316 45.8 99.9 

 
 

 浦和店 790,230 6.5 93.8 

  美女木店 823,923 6.7 96.9 

  埼玉県小計 1,614,154 13.2 95.4 

  たま・さかい店(東京都） 562,291 4.6 118.6 

  新山下店（神奈川県） 809,740 6.6 111.6 

  ニューポート店(茨城県） 211,436 1.7 ― 

  小山店 （栃木県） 180,277 1.5 81.5 

  更埴店 （長野県） 139,005 1.2 87.7 

  その他 22,712 0.2 ― 

  その他府県小計 1,925,463 15.8 ― 

小売計 9,136,933 74.8 86.9 

卸売その他 2,595,882 21.2 113.5 

SPORT WAVE 鉄腕24 
（アミューズメント施設） 

487,699 4.0 103.0 

合計 12,220,515 100.0 92.1 

 （注）上記金額に消費税等は含まれておりません。 

 

 

 




