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（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年 3月期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 
(1)連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

4,170 ( 5.8)  
3,941 (  －)  

△60 (  －) 
104 (  －) 

△59 (  －)  
99 (  －)  

△46 (  －) 
29 (  －) 

 

 
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        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

△2,713 46  
1,754 10  

－    
1,727 18 

△6.2 
3.8 

△3.2  
5.3  

△1.4 
2.6 

(参考) 持分法投資損益       19 年 3 月期    － 百万円  18 年 3月期     － 百万円 
 
(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

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

1,819    
1,869    

721   
759   

39.6  
40.7  

42,441  19 
44,826  64 

(参考) 自己資本       19 年 3 月期    721 百万円  18 年 3 月期    － 百万円 
 
(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

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

13      
62      

△22     
△160     

2      
99      

 357     
364     

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

－ 
－ 

0 00 
0 00 

－
－

0 00
0 00

0 00
0 00

－
－

－ 
－ 

－
－

20 年 3 月期 
（予想） 

－ － － － －
 

－ 
 

 
 
３．平成 20 年 3月期の連結業績予想（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日） 
 

当社の連結子会社でありました、株式会社リーワンネットは平成 19 年３月 31 日をもって解散いた
しました。このため、平成 20 年３月期の連結財務諸表を作成する予定はありません。 
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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）  有  

除外   １社（社名 株式会社バックアップガレージ          ）  
(注) 詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(2) 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（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注) 詳細は、25ページ「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」をご覧下さい。 
 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年 3 月期  16,990 株 18 年 3 月期 16,952 株 
②期末自己株式数  19 年 3 月期 －株 18 年 3 月期 －株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成 19 年 3月期の個別業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

4,136  (  9.6) 
3,773  (  1.8) 

△17  (   －)
122  ( 75.3)

△17 (    －) 
117 ( 117.9) 

△54 (   －)
39 ( 79.2) 

 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        

 円 銭 円 銭

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

△3,189  80 
2,368  12 

－    
2,331  82 

(2)個別財政状態 

 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

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

1,813    
1,797    

716   
769   

39.5   
42.8   

42,180  81 
45,404  30 

(参考) 自己資本       19 年 3 月期    716 百万円  18 年 3 月期      － 百万円   
２．平成 20 年 3月期の個別業績予想（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  
 

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

中 間 期 
通    期 

2,177 (8.5) 
4,333 (4.7) 

78 ( －)
170 ( －)

78 (875.0)
170 (   －)

46 ( －) 
98 ( －) 

2,707 47
5,768 09

 
 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１．

経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
（１） 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な景気拡大を背景に企業収益が回復し、そ

の影響で個人消費も緩やかに増加してきており、国内景気全体が回復基調にあります。 
このような状況のなか、当社の属する中古カー用品市場も順調に拡大しております。当連

結会計年度において当社は「アップガレージ」でフランチャイズ店３店の出店、フランチャ

イズ店から直営店への転換が１店ありました。「アップガレージ ライダース」ではフランチ

ャイズ店５店の出店がありました。また当連結会計年度から新ブランドとして「アップガレ

ージ ホイールズ」の出店が直営店で２店（うち１店は「アップガレージ」からの転換）、フ

ランチャイズ店 1 店の出店がありました。一方「フィールドガレージ」の直営店１店を閉店

しております。これらにより当連結会計年度末の店舗数は「アップガレージ」66 店（内フラ

ンチャイズ 49 店）、「アップガレージ ライダース」14 店（内フランチャイズ 13 店）並びに

「アップガレージ ホイールズ」3 店（内フランチャイズ１店）となっております。さらに当

連結会計年度から自動車本体の買取・販売を開始しております。 
当社の連結対象となる子会社の当連結会計年度における状況は次のとおりです。 
カー用品の卸売り・店舗用消耗品の販売を行う株式会社バックアップガレージは平成 18 年

6 月 1 日をもって簡易合併方式により当社が吸収合併いたしました。また、オンラインショッ

ピングモールの運営を行う株式会社リーワンネットは平成 19 年 3 月 31 日をもって解散して

おります。 
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高 4,170,021 千円（前年同期比 5.8%増）とな

りました。利益面では販売競争の激化から収益性が悪化し、経常損失は 59,208 千円（前年同

期は 99,449 千円の経常利益）となりました。また減損損失の計上などの特別損失の発生があ

ったことから、当期純損失は 46,090 千円（前年同期は 29,595 千円の当期純利益）となりまし

た。 
セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（中古カー用品等の販売） 
 当連結会計年度における当社の出店・閉店の状況は以下のとおりです。 

出店 閉店 当連結会計年度末 
店舗数 

 

直営店 フランチャ

イズ店 直営店 フランチャ

イズ店 直営店 フランチ

ャイズ店

アップガレージ １店 
（１店）

３店 １店 
（１店）

２店 
（１店） １７店 ４９店

アップガレージ 
ライダース － ５店 － － １店 １３店

アップガレージ 
ホイールズ 

２店 
（１店）

１店 － － ２店 １店

フィールドガレー

ジ － － １店 － － －

（注）カッコ内は転換による増減で、内書きで記載しております。 

上記のとおり、出店数の増加がありましたが、販売競争の激化による店舗での収益性の低下、
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さらにフランチャイズ店新規加盟契約が減少となりました。その結果、当事業における売上高

は 4,164,946 千円となり、営業損失は 11,259 千円となりました。 
なお、平成 18 年６月 1 日をもって子会社の株式会社バックアップガレージを簡易合併方式

により、吸収合併いたしました。 
（EC 事業） 
当連結会計年度は前連結会計年度に引き続き、システム開発などの諸経費が先行して発生し

ており収益化が遅れておりました。このため、当事業における売上高は 5,075 千円で、営業損

失は 48,999 千円となりました。また、今後の収益化も難しいと見込まれることから、当事業

を行っている株式会社リーワンネットは平成 19 年 3 月 31 日をもって解散することとなりま

した。 
   ② 次期の見通し 

次期においては、雇用状況の改善を背景として、個人消費の回復が見込まれることから、

売上の回復を見込んでおります。また次期は収益性の改善のため直営店の新規出店を控え、

既存店の強化に取り組みます。さらに不採算店の閉店も検討しております。 
以上の結果、単体での次期の見通しにつきましては、売上高 4,333 百万円（前期比 4.7%増）。

営業利益、経常利益がいずれも 170 百万円（前期はいずれも 17 百万円の経常損失）、当期純

利益は 98 百万円（前期は 54 百万円の当期純損失）を予想しております。 
 
（２） 財政状態に関する分析 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、357,314 千円となり

ました。販売競争の激化による収益性の悪化がありましたが、資産の効率的運用により営業

キャッシュ･フローは 13,647 千円の増加となりました。また新規出店による設備投資により

投資活動によるキャッシュ・フローは 22,962 千円の支出となりました。当連結会計年度では

短期借入金による運転資金の確保を行ったことから財務活動によるキャッシュ・フローは

2,145 千円増加しております。これらにより当連結会計年度末の資金は前連結会計年度末に比

べ 7,168 千円減少となりました。 
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は13,647千円であります。これは、

税金等調整前当期純損失 90,670 千円がありましたが、減価償却費 61,238 千円、売上債権の

減少 27,598 千円による資金の増加があったことが要因となっております。 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において、投資活動の結果、支出した資金は 22,962 千円であります。この

投資活動のための資金の使途は主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出

37,320 千円及び新規の不動産賃貸借契約締結に伴う敷金及び保証金の支出 16,614 千円、さら

にはソフトウェア等無形固定資産の取得 14,612 千円によるものであります。 
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において、財務活動の結果増加した資金は 2,145 千円であります。これは
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長期借入金の返済がありましたが、短期借入金の借入 200,000 千円による調達を行ったこと

によるものです。 
 

なお、キャッシュ・フロー指標は、以下の通りであります。 
 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 
 期末 期末 
自己資本比率（％） 40.7 39.6 
時価ベースの自己資本比率（％） 149.6 46.0 
債務償還年数（年） 12.7 61.8 
インタレスト・カバレッジ・レシ

オ 3.60 0.78 

＊自己資本比率：自己資本／総資産 
＊時価ベースの自己資本比率：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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
 
（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元と中古カー用品並びに当社が進出したリユース・リサイク

ル市場におけるシェアの拡大を経営の重要課題と位置づけております。当面は今後の順調な

事業展開の素地を築くため内部留保を充実させ、企業成長と経営基盤の安定を図る所存であ

ります。 
なお、今後は株主への利益還元としての利益配当を各期の経営成績を勘案しつつ適宜行う

ことを検討しております。 
また、当社では、役員及び従業員のモチベーション向上を目的に、ストックオプション制

度を導入しております。 
 
（４） 事業等のリスク 

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなも

のがあります。 
なお、文中における将来に関する事項は決算短信提出日現在において当社が判断したものであ

ります。 
 

①事業の内容について 
A 店舗展開について 
当社で展開している「アップガレージ」の店舗は、原則として郊外のロードサイド型で、平

均的な店舗の規模は、売場面積約 150 坪、駐車台数 25 台前後であります。また、「アップガ

レージ ライダース」「アップガレージ ホイールズ」の店舗は売場面積約 50 坪、駐車台数



㈱アップガレージ (3311) 平成 19 年３月期決算短信 
 

-  - - 6 -

10 台前後であります。いずれも敷地、建物は、主として賃借物件となっております。現状で

は直営店、フランチャイズ店ともに全国各地に出店余地が充分にありますが、競合店の出現に

より競争が激化した場合や不動産価格の高騰に伴う賃料の高騰などが発生した場合、今後の当

社の出店が円滑に行われず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また出店は、好立

地の居抜き物件（今まで物件を借りていたテナントが店を閉める際に、内装や店内設備をその

ままの状態にし、造作が付帯している物件）への出店を中心としていることから、このような

物件の減少が、当社の出店政策に影響を及ぼす可能性があります。 
 

B 販売体制について 
当社は、直営の他、フランチャイズ展開を図っており、平成 19 年 3 月 31 日現在における

直営店、及びフランチャイズ店の店舗数は以下のとおりであります。 

  直営店 フランチャイズ店 合  計 
アップガレージ 

（中古カー用品・中古バイク用品）
17 店舗 49 店舗 66 店舗 

アップガレージ ライダース 
（中古バイク・中古バイク用品） 

1 店舗 13 店舗 14 店舗 

アップガレージ ホイールズ 
（中古タイヤ・アルミホイール））

2 店舗 1 店舗 3 店舗 

（注） 同一または隣接敷地内に複数の名称を使用している場合は、「アップガレージ」に含めて記載して

おります。 

 
イ フランチャイズシステムの運営について 

フランチャイズ本部として、フランチャイジー（加盟店経営者）に対して店舗運営ノ

ウハウを提供し、統一的な店舗運営を行っておりますが、本部の指導に従わないフラン

チャイジーが存在した場合、当社ブランドイメージを損なうことなどにより、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
ロ 当社によるフランチャイジーへの債務保証について 

当社は、フランチャイズ店の積極展開を図るため、フランチャイズ店を開店するフラ

ンチャイジーが資金調達を行うに際し、当社が債務保証を行う場合があります。フラン

チャイジーの資金調達先への借入返済が滞った場合、当社は、店舗の財産を引き継いだ

上、引き続き営業することが可能ですが、この場合、店舗財産の引継ぎに関して発生す

る費用により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

C 新規参入の可能性について 
当社の事業領域である中古カー用品の市場規模は、株式会社矢野経済研究所の調査による

と 2005 年に 735 億円程度となっております。新品の自動車用品市場に比べて、同市場に係

る業界は、十分に確立されておりません。このため、現状では競合他店も主に新品の自動車

用品販売専門業者からの参入にとどまっており、競合状況は厳しい状態にはありません。今
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後、中古カー用品市場に、資金力、ブランド力を有する小売業者等が新たに参入してきた場

合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
当社の事業である中古カー用品市場における主な競合他店は平成 19 年 3 月 31 日現在、当

社が把握しておりますのは次のとおりであります。 
「セコハン市場」（株式会社オートバックスセブンの一部門）       28 店 
「オートレット」（リ・プロダクツアソシエイト株式会社の運営）        27 店 

 
② 業界の歴史が浅いことについて 
当社が属する中古カー用品業界は、業界としての認知度が高いとは言えず、未成熟な状況に

あります。このような状況から同業他社の財務数値や業界統計数値に関する充分な数値が得ら

れる状況になく、当社が今後、継続的に利益を計上し得るかを予想する判断材料が充分にある

とは言えない面があります。 
当社は平成 11 年 4 月に設立した社歴が浅い会社であります。そのため、期間業績比較を行

うための充分な財務数値が得られない上、店舗数の急激な増加、フランチャイズ事業での取り

組みやそれに伴う売上構成の変動等により、過年度の経営成績だけでは、今後の当社の業績の

判断材料としては不十分な面があると考えられます。 
 

③ 組織について 
A 小規模組織について 
平成 19 年 3 月 31 日における当社組織は、取締役 3 名、監査役 2 名、従業員 73 名及び臨時

従業員 50 名(8 時間換算)と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものになってお

ります。今後の事業拡大に伴い、人員の増強と内部管理体制の充実を図る方針でありますが、

人材の確保及び管理体制の強化が順調に進まなかった場合、組織効率が低下し、業務に支障を

きたす恐れがあります。 
 

B 代表取締役社長石田誠への依存度について 
当社代表取締役社長 石田誠は、当社設立以来、代表者として事業運営を行ってまいりまし

た。現在でも、経営戦略立案等、当社事業全般における中心的存在として重要な役割を果し

ております。当社では同氏への過度の依存を軽減すべく、組織的経営体制を構築中でありま

すが、現時点において何らかの理由により同氏による業務遂行が困難となった場合、今後の

当社の事業運営に影響を与える可能性があります。 
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C 受入出向者の状況について 
平成 19 年 3 月 31 日現在の当社従業員のうち受入出向者は以下のとおりであります。  

所属店 人数 出向元 出向受入理由 
 札幌厚別店 12 人 ㈲青嵐 当社に対する営業支援 
 旭川永山店 6 人 ㈲青嵐 当社に対する営業支援 
 札幌新発寒店 10 人 ㈲青嵐 当社に対する営業支援 
 函館中道店 5 人 ㈲青嵐 当社に対する営業支援 
 福岡博多店 7 人 ㈲アップガレージ九州 当社に対する営業支援 
 福岡新宮店 6 人 ㈲アップガレージ九州 当社に対する営業支援 
     大分店 6 人 ㈲ｵﾝｴｱｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 当社に対する営業支援 
  

当社と各出向元との間では個別に出向期間の取り決めを行っておりますが、出向元の都合

により受入出向者が短期間で出向元に復帰することがあった場合は、当該出向者が係わって

いる業務に滞りが発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
④ 法的規制について 

A 古物営業法 
当社が行う中古カー用品・中古バイク用品業界は「古物営業法」の規制により、事業を行う

ために所轄の都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。中古品の買取は店頭にお

いて現金引換えで行っております。買取した商品が盗品や遺失物であった場合は「古物営業法」

第 20 条の規定により被害者または遺失主は当社に無償で回復を求めることができることとな

っております。現在、盗品や遺失物の買取を行わないよう、買取元から身分証明書の写しの提

出を求め保管するなどの対策をとり、従業員及びフランチャイズ店従業員に対しても定期的に

研修を実施しております。また、社内管理上、買取件数が多い顧客に対しては注意を促す等の

対策を講じております。 
 

B フランチャイジーについて 
当社は、フランチャイズ展開を行う上で、「中小小売商業振興法」及び「私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）」による規制を受けております。当社がフラン

チャイズ店を募集するにあたりましては、「中小小売商業振興法」の規制により、当社のフラ

ンチャイズ事業の内容やフランチャイズ契約書の内容を記載した法定開示書面の事前交付が

義務付けられております。当社は、フランチャイジーとしての出店希望者と充分な面談の上フ

ランチャイズ契約を締結しており、平成 19 年 3 月 31 日現在、フランチャイズ契約に関する

訴訟や紛争はありません。当社はフランチャイジーとの関係を強化し、指導、教育の充実を図

る所存ではありますが、フランチャイジーからフランチャイズ契約に関する訴訟が提起された

場合、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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C 個人情報の取扱いについて 
当社は顧客の希望により直営店・フランチャイズ店いずれの店舗においても「アップガレ

ージメンバーズカード」を発行し、このカードの登録にあたり顧客の個人情報を取得しており

ます。また「古物営業法」により一般顧客からの買取にあたり身分証明書の提示を求め、その

写しを保管しております。社内及びフランチャイズ店における個人情報管理への意識を高める

とともに閲覧権を制限する等、個人情報が漏洩することのないよう、その取扱には留意してお

ります。しかしながら、不正行為によるシステム侵入など、不測の事態により、個人情報が外

部に漏洩するような事態となった場合には、信用の失墜による売上の減少、及び損害賠償によ

る費用の発生等が起こることも考えられます。 
 
D その他 

・当社は、中古カー用品・中古バイク用品を通信販売しております。通信販売につきまし

ては、「特定商取引に関する法律」の規制を受けます。 
・当社は、「道路運送車両法」を遵守し、違法改造等の依頼に対しては、一切受付けており

ません。 
 
⑤ 配当政策について 

当社は第 7 期までの過去 7 期間、利益を計上しておりますが、内部留保を充実するため、

配当を実施しておりません。なお、今後は株主への利益還元としての利益配当を各期の経営

成績を勘案しつつ適宜行うことを検討しております。 
 
⑥ 有利子負債への依存について 

当社は直営店の出店等の設備資金を主に銀行借入による調達により行っており、下表のよ

うに有利子負債の依存度が高くなっております。今後は財務体質の強化に努めますが、金融

情勢の変化等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
（単位：千円） 

回 次 第 7 期 第８期 
決算年月 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期

総資産額（A） 1,869,238 1,819,034
借入金及び社債（B） 793,560 844,688
（B）／（A） 42.5% 46.4%

（注）借入金には短期借入金、１年以内返済予定の長期借入金、長期借入金が含まれております。 

 
⑦ ストックオプションについて 

当社は、当社の役員、従業員に対して、インセンティブを目的として新株予約権によるス

トックオプション制度を導入しており、平成 15 年 6 月 25 日に役員 6 名、従業員 52 名に対

して新株予約権を付与しております。同新株予約権に関する潜在株式は 336 株（平成 16 年 5
月 20 日付け株式分割後は 672 株）であります。行使期間は平成 17 年 6 月 26 日から平成 25
年 6 月 25 日までとなっておりますが、付与された新株予約権の行使により発行される新株は、
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将来的に当社株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、当社の株価形成に影響

を与える可能性があります。なお、平成 19 年 3 月 31 日現在権利放棄により役員 1 名 30 株分、

退職等により役員 2 名 60 株分、従業員 22 名 194 株分の権利が喪失しており、また役員 2 名

44 株分、従業員 15 名 146 株分の権利行使がなされ、その結果、未行使残高は 198 株です。 
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２．企業集団の状況 
当社グループは当社及び連結子会社 1 社で構成されております。当社においては、自社直営及び

フランチャイズにて、中古カー用品の買取・販売を行う「アップガレージ」、中古バイク及び中古

バイク用品の買取・販売を行う「アップガレージ ライダース」並びに中古タイヤ・アルミホイー

ル専門の「アップガレージホイールズ」を営業展開しております。当社が取り扱う中古カー用品及

び中古バイク用品については、主としてアフターパーツと呼ばれる自動車・バイク本体が販売され

た後にユーザーが専門店等で購入する自動車用品・バイク用品を対象としております。 
なお、当連結会計年度に当社にて自動車本体の買取・販売事業を開始しております。 
ユニフォーム等の店舗用消耗品、カー用品・バイク用品の卸販売は子会社である株式会社バック

アップガレージで行っておりましたが、同社は平成 18 年 6 月 1 日付けをもって当社と合併し、以

降は当社が業務を引き継いでおります。また EC 事業をおこなっておりました子会社の株式会社リ

ーワンネットは平成 19 年 3 月 31 日をもって解散しております。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当　　　社
（アップガレージ）（アップガレージ　ライダース）

（アップガレージ　ホイールズ）

中古カ ー用品等の

仕入（買取）
中古カ ー用品等の販売

中古カ ー用品等の

仕入（買取）
中古カ ー用品等の販売

フランチャイジー
（アップガレージ）（アップガレージ　ライダース）

（アップガレージ　ホイールズ）

事 業 系 統 図

一 般 ユ ー ザ ー

製造メーカー

専門商社

当社グループ

連結子会社　株式会社リーワンネット

カ ー用品等の仕入

中古カ ー用品等の販売

査定システム・什器等の販売

共同広告提供

加盟金

ロイ ヤリティ

共同広告収入
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３．経営方針 
（１） 会社の経営の基本方針 

当社は設立以来、中古カー用品市場という従来確立していなかった事業分野を開拓し今日

に至っております。今後も引き続き当社が確立した中古カー用品市場において圧倒的なシェ

アを確保すべく積極的に事業展開を行ってまいります。また同時に収益性の確保も行ってま

いります。 
具体的には、未出店の地域において積極的に出店し売上の向上を図り、既存店については

増床やサービスメニューの充実により、収益性の向上を図ります。 
また今後は中古カー用品の買取・販売を通じて得たノウハウを活用し、カー用品業界に限

ることなくリユース・リサイクル業界におけるリーディングカンパニーとなることを目指し

ております。 
 

（２） 目標とする経営指標 
当社では、成長性と収益性を重要な経営上の課題としております。当社が主に属している

中古カー用品業界は現在なお、成長中であります。このような成長中の市場において当社で

は、売上高、経常利益ともに前年比 20%増を目標として成長性と収益性を向上させる所存で

す。この実現のために、事業部門、店舗単位での売上高および利益率の向上を進めてまいり

ます。 
 

（３） 中長期的な会社の経営戦略 
当社は、平成 18 年 12 月 25 日に平成 22 年 3 月期までの３年間を対象にした中期経営計画

を策定しております。この策定の目的は増収にありながら、減益傾向となっている状況に歯

止めをかけ、収益性の改善に取り組むことにあります。その焦点は「リユース・リサイクル

ビジネス」に特化しながらも、「お客様の嗜好に合わせた専門店化」をすすめ、広くお客様か

ら支持される店舗づくりに専念し、結果として「収益性の高い」企業になることを目指して

おります。 
 

（４） 会社の対処すべき課題 
今後のわが国の経済見通しは、景気回復の基調にはあるものの、原油価格の高騰がもたら

すインフレへの懸念から、経営環境は引き続き厳しいことが推測されます。また、当社を取

り巻く環境としては、雇用状況が改善していることから、今後は個人消費の改善が期待でき

るものの、前出のインフレ懸念や社会保障費の増加への不安から消費が慎重になされる傾向

が大きく変わることは少ないと予想され、個人消費に関しては決して楽観できず、経営環境

が厳しい状況は続くと思われます。 
一方で、中古カー用品市場の成長から、同業他社の出店意欲は旺盛なものがあり、また異

業種からの新規参入者も含め、競争環境は今後激化していくものと考えております。さらに

はインターネットを介した個人間売買も活発化しており、今後も販売・仕入の価格面にも厳

しい影響を与えることが予想されます。当社といたしましては、新規出店と既存店舗の収益
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性向上により高成長・高収益な店舗運営体制とすることが最大の課題であると考えておりま

す。そのため、必要に応じてスクラップアンドビルドやサービスメニューの充実などによる

既存店舗の活性化、広告宣伝活動の充実により幅広い顧客層の取り込みを行うと共に新たな

事業分野への進出等により事業基盤の強化に積極的に取り組んでいく所存でございます。 
 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 
該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 

 （１） 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
(千円) 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  426,109 379,243  

２．売掛金  216,451 188,852  

３．たな卸資産  590,159 589,026  

４．繰延税金資産  22,048 30,605  

５．前払費用  45,692 50,733  

６．未収入金  23,688 7,444  

７．未収還付法人税等  － 18,543  

８．預け金  7,330 7,536  

９. その他  1,675 5,503  

貸倒引当金  △441 △1,970  

流動資産合計  1,332,713 71.3 1,275,518 70.1 △57,194

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  216,194 219,850   

減価償却累計額  72,410 143,783 92,254 127,596  

(2) 構築物  69,528 67,805   

減価償却累計額  37,810 31,717 43,257 24,547  

(3) 機械装置  46,258 49,038   

減価償却累計額  18,536 27,721 23,071 25,966  

(4) 車両運搬具  8,651 5,625   

減価償却累計額  5,091 3,560 5,242 382  

(5) 工具器具備品  218,512 245,894   

減価償却累計額  140,107 78,405 166,025 79,869  

有形固定資産合計  285,188 15.3 258,361 14.2 △26,826

２．無形固定資産    

(1) 商標権  2,716 1,946  

(2) ソフトウェア  88,418 90,819  
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

(3) 電話加入権  2,531 2,531  

無形固定資産合計  93,666 5.0 95,297 5.3 1,631

３．投資その他の資産    

(1) 長期前払費用  794 111  

(2) 繰延税金資産  1,010 26,606  

(3) 敷金保証金  155,825 163,629  

(4) その他  40 10  

  貸倒引当金  － △500  

投資その他の資産
合計 

 157,670 8.4 189,856 10.4 32,186

固定資産合計  536,524 28.7 543,515 29.9 6,991

資産合計  1,869,238 100.0 1,819,034 100.0 △50,203

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  50,370 62,740  

２．短期借入金  100,000 177,000  

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

 140,200 138,864  

４．１年以内償還予定
の社債 

 14,000 14,000  

５．未払法人税等  43,506 180  

６．賞与引当金  9,430 7,846  

７．未払金  91,964 81,481  

８．未払消費税等  6,985 11,991  

９．未払費用  17,064 22,458  

10．預り金  2,570 5,854  

11. その他  4,449 5,974  

流動負債合計  480,541 25.7 528,391 29.1 47,850
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅱ 固定負債    

１．社債  21,000 7,000  

２．長期借入金  518,360 507,824  

３．長期未払金  34,986 25,543  

４．預り保証金  28,000 29,200  

固定負債合計  602,346 32.2 569,567 31.3 △32,779

負債合計  1,082,888 57.9 1,097,958 60.4 15,070

    

（少数株主持分）    

 少数株主持分  26,448 1.4 －  △26,448

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ＊２ 267,760 14.3 － － △267,760

Ⅱ 資本剰余金  286,655 15.4 － － △286,655

Ⅲ 利益剰余金  205,486 11.0 － － △205,486

資本合計  759,901 40.7 － － △759,901

負債、少数株主持分
及び資本合計 

 1,869,238 100.0 － － △1,869,238

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － 268,330 14.7 268,330

２．資本剰余金  － 287,225 15.8 287,225

３．利益剰余金  － 159,395 8.8 159,395

株主資本合計  － 714,950 39.3 714,950

Ⅱ 少数株主持分  － 6,125 0.3 6,125

純資産合計  － 721,075 39.6 721,075

負債純資産合計  － 1,819,034 100.0 1,819,034
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（２） 連結損益計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  3,941,459 100.0 4,170,021 100.0 228,562

Ⅱ 売上原価  2,045,221 51.9 2,253,743 54.0 208,521

売上総利益  1,896,237 48.1 1,916,278 46.0 20,040

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

＊１ 1,791,970 45.5 1,976,537 47.4 184,567

営業利益又は営業
損失（△） 

 104,267 2.6 △60,259 △1.4 △164,526

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  14 259   

２．受取手数料  12,036 13,547   

３．有価証券売却益  1,748 －   

４．受取保険金  3,832 1,197   

５．その他  3,413 21,044 0.5 5,373 20,377 0.5 △666

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  17,558 18,345   

２．社債発行費償却  1,026 －   

３．有価証券売却損  6,168 －   

４．貸倒引当金繰入額  － 500   

５．その他  1,108 25,862 0.6 481 19,326 0.5 △6,535

経常利益又は経常
損失（△） 

 99,449 2.5 △59,208 △1.4 △158,657

Ⅵ 特別利益    

 １．固定資産売却益 ＊２ － － 284 284 0.0 284

Ⅶ 特別損失    

１. 固定資産除却損 ＊３ 307 190   

２．減損損失 ＊４ － 17,899   

３．固定資産売却損 ＊５ 1,240 －   

４．店舗閉鎖損失 ＊６ 35,673 －   

５．前期損益修正損 ＊７ － 9,959   

６．その他  － 37,220 0.9 3,697 31,747 0.8 △5,473

税金等調整前当期
純利益又は税金等
調整前当期純損失
（△） 

 62,228 1.6 △90,670 △2.2 △152,899

法人税、住民税及
び事業税 

 54,056 5,870   

過年度法人税等  － 4,285   

法人税等還付額  △3,279 －   

法人税等調整額  △7,092 43,684 1.1 △34,412 △24,256 △0.6 △67,940

少数株主損失  11,051 0.3 20,323 0.5 9,272

当期純利益又は当
期純損失（△） 

 29,595 0.8 △46,090 △1.1 △75,686
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（３） 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

 

    連結剰余金計算書 

 前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 金額（千円） 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 284,375

Ⅱ 資本剰余金増加高 

 １．新株予約権の行使による新株の発行 2,280 2,280

Ⅲ 資本剰余金期末残高 286,655

 
（利益剰余金の部） 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 175,890

Ⅱ 利益剰余金増加高 

 １．当期純利益 29,595 29,595

Ⅲ 利益剰余金期末残高 205,486

 

連結株主資本等変動計算書 

    当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（単位：千円） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高 267,760 286,655 205,486 759,901

連結会計年度中の変動額  

 新株予約権の行使による新

株の発行 
570 570  1,140

 当期純損失 △46,090 △46,090

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 570 570 △46,090 △44,950

平成19年3月31日残高 268,330 287,225 159,395 714,950

 

（単位：千円） 

 
少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 26,448 786,350

連結会計年度中の変動額 

 新株予約権の行使による新

株の発行 
1,140

 当期純損失 △46,090

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
△20,323 △20,323

連結会計年度中の変動額合計 △20,323 △65,274

平成19年3月31日残高 6,125 721,075
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（４） 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
 

  

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 62,228 △90,670  

減価償却費  62,296 61,238  

その他償却費  17,984 27,271  

賞与引当金の減少額  △3,768 △1,583  

貸倒引当金の増加額  441 2,028  

受取利息及び受取配当
金 

 △14 △259  

支払利息  17,558 18,345  

有価証券売却益  △1,748 －  

有価証券売却損  6,168 －  

固定資産除却損  307 190  

固定資産売却益  － △284  

固定資産売却損  1,240 －  

減損損失  － 17,899  

店舗閉鎖損失  35,673 －  

社債発行費償却  1,026 －  

売上債権の減少（△増
加）額 

 △40,948 27,598  

たな卸資産の減少（△
増加）額 

 △52,048 1,133  

その他資産の減少（△
増加）額 

 △14,006 7,382  

仕入債務の増加（△減
少）額 

 △5,212 12,369  

その他負債の増加額  62 26,342  

小計  87,240 109,001 21,760 

利息及び配当金の受取
額 

 14 259  

利息の支払額  △17,266 △17,578  

法人税等の還付額  10,562 －  

法人税等の支払額  △18,457 △78,034  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 62,092 13,647 △48,444 
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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）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
 

  

定期預金の預入による
支出 

 △46,607 △3,305  

定期預金の払い戻しに
よる収入 

 － 43,003  

有価証券の売却による
収入（純額） 

 △4,420 －  

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △71,725 △37,320  

有形固定資産の売却に
よる収入 

 2,425 3,651  

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △17,125 △14,612  

敷金保証金等の支払に
よる支出 

 △26,300 △16,614  

敷金保証金等の返還収
入 

 23,250 7,888  

店舗閉鎖に伴う支出  △19,093 △5,682  

その他  △444 30  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △160,041 △22,962 137,079 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
 

  

短期借入れによる収入  350,000 200,000  

短期借入金の返済によ
る支出 

 △350,000 △123,000  

長期借入れによる収入  300,558 150,033  

長期借入金の返済によ
る支出 

 △217,496 △161,872  

社債の償還による支出  △14,000 △14,000  

株式の発行による収入  4,560 1,140  

少数株主への株式の発
行による収入 

 37,500 －  

割賦購入未払金の返済  △11,966 △50,155  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 99,156 2,145 △97,010 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加（△減少）額 

 1,207 △7,168 △8,375 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 363,276 364,483 1,207 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

＊１ 364,483 357,314 △7,168 

     

 

 

 

- 20 -



㈱アップガレージ (3311) 平成19年３月期決算短信 

 

（５）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 19 年３月 31 日） 

連結子会社の数 2社 連結子会社の数 1社 １．連結の範囲に関する事項 
連結子会社の名称 

 株式会社バックアップガレー

ジ 

株式会社リーワンネット 

連結子会社の名称 

 株式会社リーワンネット 

なお、株式会社バックアップガレ

ージは平成 18 年 6 月 1 日をもって

当社を存続会社とする吸収合併を

行ったことにより連結の範囲から

除外しております。 

２．持分法の適用に関する

事項 

関連会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する

事項 

  

① 有価証券 ① 有価証券 

売買目的有価証券 同左 

時価法（売却原価は移動平均

法により算定） 

 

② デリバティブ ② デリバティブ 

時価法 同左 

③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

a.商品 a.商品 

個別法に基づく原価法を採

用しております。 

同左 

b.貯蔵品 b.貯蔵品 

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法 

最終仕入原価法を採用して

おります。 
同左 
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項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 定率法（ただし、建物（附属

設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 ３～45年 

機械装置    13～15年 

車両運搬具   ２～６年 

工具器具備品    4～10 年 

同左 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 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

額法を採用しております。 

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（４年から５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

① 新株発行費 

支出時に全額費用処理して

おります。 

② 社債発行費 

商法施行規則の規定する最

長期間で均等償却しており

ます。 

① 新株発行費 

同左

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (4) 重要な引当金の計上基

準 売上債権等の貸倒損失に備

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検

討し、回収不能見込額を計上

しております。 

同左 
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項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備える

ため、当期に負担すべき支給

見込額を計上しております。 

同左 

(5) 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 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② 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 借入金の利息 

同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約毎に

行っております。 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているので決

算日における有効性の評価

を省略しております。 

同左 

(7) その他連結財務諸表作
成のための基本となる
重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。 

同左 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評

価方法は、全面時価評価法によっ

ております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に

関する事項 

該当事項はありません。 同左 
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項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

利益処分又は損失処理の取扱い

方法については、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処

理に基づいております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

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、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。 

同左 

 

 - 24 -



㈱アップガレージ (3311) 平成19年３月期決算短信 

 

（６）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 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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）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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

  当連結会計年度より、「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714,950千円であります。 

  また、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 
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（７）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

１．フランチャイジーの金融機関からの借入

に対する債務保証が15,600千円あります。

１．      － 

＊２．当社の発行済株式総数は、普通株式16,952

株であります。 

＊２．      － 

 
（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月 １日 
 至 平成19年３月31日） 

＊１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。 

＊１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。 
 

 （単位：千円）

給与及び諸手当 566,440 

賞与引当金繰入額 14,847 

地代家賃 339,153 
  

 
 （単位：千円）

給与及び諸手当 638,210 

賞与引当金繰入額 16,370 

地代家賃 359,768 
  

＊２．      － ＊２．固定資産売却益の内訳は車両運搬具の売

却によるものです 

＊３．固定資産除却損の内訳は車両運搬具の除

却によるものです。 

＊３．固定資産除却損の内訳は機械装置の除却

によるものです。 

＊４．       － ＊４．減損損失 

当連結会計年度において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上

しました。 

場所 用途 種類 

山形店 店 舗 用 資

産 

建物、構

築物 

千葉八千代

店 

店 舗 用 資

産 

建物等 

フィールド

ガレージ北

九州黒崎店 

店 舗 用 資

産 

建物、構

築物 

当社は、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14,829千円、工

具器具備品785千円、その他2,284千円で

あります。なお、当該資産グループの回

収可能性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。 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月 １日 
至 平成19年３月31日） 

＊５．固定資産売却損の内訳は、工具器具備品

の売却によるものです。 

＊５．       －  

＊６．店舗閉鎖損失は直営店の閉店によるもの

です。 

＊６．       － 

＊７．       － ＊７．前期損益修正損の内訳は、以下の通りで

あります。 

    過年度印紙税   5,237千円 

    過年度人件費   4,722千円

     合計            9,959千円 

 

 
（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 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（株）
増加（株） 減少（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式（注） 16,952 38 － 16,990

合計 16,952 38 － 16,990

  （注）普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

＊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 

＊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18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 
 
 （千円）

現金及び預金勘定 426,109 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

△61,626 

現金及び現金同等物 364,483 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 379,243 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 

△21,928 

現金及び現金同等物 357,314 
  

２．重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上した割賦購入

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

42,493 千円であります。 

２．       － 
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（リース取引関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年 4月 1日 

  至 平成19年 3月31日） 

１．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 

１．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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 
 

 取得価額相

当額 

減価償却累

計額相当額 

期末残高相当

額 

 千円 千円 千円 

建物 11,926 9,938 1,987 

機械装置 4,200 2,310 1,890 

車両運搬具 4,732 2,050 2,681 

工具器具備

品 
15,997 9,622 6,374 

 

 

 

取得価額相

当額 

減価償却累

計額相当額

期末残高相

当額 

 千円 千円 千円

建物 11,926 11,926 － 

機械装置 4,200 3,150 1,050 

車両運搬具 4,275 2,707 1,567 

工具器具備

品 
5,183 － 5,183 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

   １年内      5,725千円 

   １年超        8,549千円 

    合計          14,274千円 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内      3,086千円 

 １年超         4,821千円 

合計            7,908千円 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失 

   支払リース料   6,597千円 

   減価償却費相当額 5,849千円 

支払利息相当額   775千円 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

   支払リース料   4,158千円 

   減価償却費相当額 3,682千円 

支払利息相当額      135千円 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティングリース取引 

  未経過リース料 

  １年内       1,128千円 

  １年超       1,693千円 

   合計       2,822千円 

２．オペレーティングリース取引 

  未経過リース料 

  １年内       1,128千円 

  １年超         564千円 

   合計       1,693千円 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

－  － 
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（有価証券関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 

 該当事項はありません。 同左 

 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 

① 取引の内容及び利用目的等 同左 

 変動金利の借入金の調達資金を通常

３年から５年の固定金利の資金調達に

換えるため、金利スワップ取引を行っ

ております。 

 なお、デリバティブ取引を利用して

ヘッジ会計を行っております。 

 

(1）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 借入金の利息 
  

 

(2）ヘッジ方針  

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

 

(3）ヘッジの有効性評価の方法  

 リスク管理方針に従って、以下の

条件を満たす金利スワップを締結し

ております。 

 

Ⅰ．金利スワップの想定元本と長期

借入金の元本金額が一致してい

る。 

 

Ⅱ．金利スワップと長期借入金の契

約期間及び満期が一致している。 

 

Ⅲ．長期借入金の変動金利のイン

デックスと金利スワップで受払

いされる変動金利のインデック

スが一致している。 

 

Ⅳ．長期借入金と金利スワップの金

利改定条件が一致している。 

 

Ⅴ．金利スワップの受払い条件がス

ワップ期間を通して一定である。 

 従って、金利スワップの特例処理

の要件を満たしているので決算

日における有効性の評価を省略

しております。 

 

 

 

－  － 
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２．取引の時価等に関する事項 

 

前連結会計年度（平成18年3月31日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、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。 

 

当連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、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。 

 

 

（退職給付関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社は退職金制度を設けておりませんので、

該当事項はありません。 

同左 

 

   （ストック・オプション等関係） 

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

－  － 
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（税効果会計関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円） （単位：千円） 

(1）流動資産 (1）流動資産 
 

繰延税金資産  

たな卸資産未実現利益 3,119 

たな卸資産 10,251 

未払事業税 3,787 

賞与引当金限度超過額 3,818 

未払事業所税 892 

貸倒引当金限度超過額 178 

繰延税金資産計 22,048 
  

 
繰延税金資産  

たな卸資産未実現利益 1,157 

たな卸資産 12,641 

未払事業税 2,537 

賞与引当金限度超過額 3,177 

未払事業所税 892 

貸倒引当金限度超過額 797 

繰越欠損金 9,401 

繰延税金資産計 30,605 
  

(2）固定資産 (2）固定資産 
 

長期繰延税金資産  

特別償却準備金 △215 

権利金償却否認 1,225 

繰越欠損金 11,560 

長期繰延税金資産計 12,570 

評価性引当額 △11,560 

合計 1,010 
  

 
長期繰延税金資産  

特別償却準備金 △78 

権利金償却否認 1,310 

子会社株式評価損 20,325 

減損損失 4,846 

貸倒引当金 202 

減価償却超過額 260 

繰越欠損金 32,615 

長期繰延税金資産計 59,482 

評価性引当額 △32,875 

合計 26,606 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との差異の原因となった主な項目

別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との差異の原因となった主な項目

別内訳 
 

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金算入されな

い項目 

3.5 

住民税均等割 7.4 

軽減税率 △1.7 

留保金課税適用 3.6 

法人税等還付額 △4.9 

評価性引当額の純増減 18.6 

その他 3.1 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

70.2 

  

 
法定実効税率 △40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金算入されな

い項目 

3.0 

住民税均等割 5.4 

修正申告額 4.7 

店舗損失過大計上 △2.4 

印紙未納付過怠税 2.1 

子会社株式評価損 △22.4 

評価性引当額の純増減 23.2 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

△26.8 

  
 

－  － 
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（セグメント情報） 

a.事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 生成18年3月31日） 

 中古カー用品等の販

売（千円） 
EC事業（千円） 計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 3,941,459 － 3,941,459 － 3,941,459

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
27 － 27 △27 －

計 3,941,487 － 3,941,487 △27 3,941,459

営業費用 3,808,571 28,648 3,837,220 △27 3,837,192

営業利益又は営業損失(△) 132,915 △28,648 104,267 － 104,267

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
 

資産 1,758,133 111,104 1,869,238 － 1,869,238

減価償却費 77,496 2,784 80,280 － 80,280

資本的支出 77,000 42,075 119,075 － 119,075

（注）１．事業区分の方法 

     事業区分は商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．各事業区分に属する主要な商品又は役務 

事業区分 主要商品又は役務の内容 

中古カー用品等の販売 

中古カー用品「アップガレージ」、中古バイク用品「アップガレージライダー

ス」並びに「フィールドガレージ」の直営店舗での販売並びにこれら事業のフ

ランチャイズ事業から発生する加盟金、ロイヤリティ等の収入 

EC事業 
リサイクル商材の流通を目的としたオンラインショッピングモール事業から発

生する加盟金、広告収入、取扱手数料等 

 

当連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 生成19年3月31日） 

 中古カー用品等の販

売（千円） 
EC事業（千円） 計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 4,164,946 5,075 4,170,021 － 4,170,021

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 10,473 10,473 △10,473 －

計 4,164,946 15,549 4,180,495 △10,473 4,170,021

営業費用 4,176,206 64,548 4,240,754 △10,473 4,230,281

営業利益又は営業損失(△) △11,259 △48,999 △60,259 － △60,259

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
 

資産 1,802,187 16,846 1,819,034 － 1,819,034

減価償却費 78,670 8,381 87,051 － 87,051

減損損失 17,899 － 17,899 － 17,899

資本的支出 102,035 4,726 106,762 － 106,762

（注）１．事業区分の方法 

     事業区分は商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。 

－  － 
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   ２．各事業区分に属する主要な商品又は役務 

事業区分 主要商品又は役務の内容 

中古カー用品等の販売 

中古カー用品「アップガレージ」、中古バイク用品「アップガレージライダー

ス」、「フィールドガレージ」並びに「アップガレージホイールズ」の直営店

舗での販売並びにこれら事業のフランチャイズ事業から発生する加盟金、ロイ

ヤリティ等の収入及び自動車本体の販売 

EC事業 
リサイクル商材の流通を目的としたオンラインショッピングモール事業から発

生する加盟金、広告収入、取扱手数料等 

 

b.所在地別セグメント情報 

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）及び当連結会計年度（自 平成18年4月1日 

至 生成19年3月31日）において本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該

当事項はありません。 

 

c.海外売上高 

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）及び当連結会計年度（自 平成18年4月1日 

至 生成19年3月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

－  － 
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（関連当事者との取引） 

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）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

銀行借入に対
する債務被保
証（注１） 

51,560 － －

役員 石田 誠 － － 
当社代表
取締役社
長 

（被所有）
直接 

27.0％
－ － 不動産賃貸借

契約の履行に
対する被保証
（注１） 

47,520 － －

商品の販売
（注２） 

4,957 売掛金 149
役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社 

㈱オート
フリーク 

川崎市多
摩区 

20,000 
中古自動
車の販売

（被所有）
直接 

3.7％
－ 

営業上
の取引

商品の仕入
（注２） 

327 買掛金 －

 （注）１．当社の銀行借入及び不動産賃貸借契約の履行に対して、当社代表取締役社長の石田誠より保証を受けて

おりますが、保証料の支払及び担保の提供は行っておりません。なお、不動産賃貸借契約の履行に対す

る被保証の取引金額には、支払家賃の年額を記載しております。 

２．商品の販売及び仕入については他の法人取引先と同様の条件にて販売及び購入しております。 

３．取引金額には消費税等は含まれておりません。なお、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

(3）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

銀行借入に対
する債務被保
証（注１） 

23,360 － －

役員 石田 誠 － － 
当社代表
取締役社
長 

（被所有）
直接 

27.0％
－ － 不動産賃貸借

契約の履行に
対する被保証
（注１） 

47,520 － －

商品の販売
（注２） 

3,778 売掛金 719
役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社 

㈱オート
フリーク 

川崎市多
摩区 

20,000 
中古自動
車の販売

（被所有）
直接 

3.7％
－ 

営業上
の取引

商品の仕入
（注２） 

216 買掛金 －

 （注）１．当社の銀行借入及び不動産賃貸借契約の履行に対して、当社代表取締役社長の石田誠より保証を受けて

おりますが、保証料の支払及び担保の提供は行っておりません。なお、不動産賃貸借契約の履行に対す

る被保証の取引金額には、支払家賃の年額を記載しております。 

２．商品の販売及び仕入については他の法人取引先と同様の条件にて販売及び購入しております。 

３．取引金額には消費税等は含まれておりません。なお、期末残高には消費税等が含まれております。 

－  － 
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(3）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年4月 1日 

    至 平成19年3月31日） 

 

１株当たり純資産額 44,826.64円 

１株当たり当期純利益 1,754.10円 

潜在株式調整後1株当たり 

当期純利益 
1,727.18円 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益については、当期純損失を

計上しているため、記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 42,441.19円

１株当たり当期純損失 2,713.46円

 （注） １株当たり当期純利益（純損失）金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益（純損失）金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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）

当連結会計年度 

（自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31日） 

1株当たり当期純利益（△純損失）金額   

当期純利益（△純損失）（千円） 29,595 △46,090 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（△純損失）

（千円） 
29,595 △46,090 

普通株式の期中平均株式数（株） 16,872 16,986 

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 263 － 

（うち転換社債（株）） （ －） （ －） 

（うち新株予約権（株）） （263） （  －） 

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 

－ － 
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（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

簡易合併 

当社は、平成18年3月28日開催の取締役会決議により、平成

18年6月1日を合併期日として、株式会社バックアプガレージ

（当社100%子会社）を簡易合併方式により吸収合併し、会社

統合いたしました。 

(1) 合併の方式 

株式会社アップガレージを存続会社とする吸収合併方式

で、株式会社バックアップガレージは解散いたしました。

(2) 合併期日及び合併登記日 

平成18年6月1日 

(3) 合併比率 

株式会社バックアップガレージは全株式を株式会社アッ

プガレージが保有していることから、新株式の発行は行い

ません。 

(4) 合併交付金 

株式会社アップガレージによる合併交付金の支払は行い

ません 

(5) 財産の引継 

株式会社アップガレージは、合併期日において、株式会

社バックアップガレージの資産及び負債並びに権利義務の

一切を引き継ぎました。 

なお、株式会社バックアップガレージの平成18年5月31日

現在の資産、負債及び資本の額は次のとおりであります。

株式会社バックアップガレージ 

（千円） 

科目  金額 

売掛債権 39,923 

棚卸資産 13,184 

 

その他の

流動資産 
12,676 

流動資産計 65,784 

有形固定

資産 
2,789 

無形固定

資産 
86 

 

投資その

他の資産 
35 

固定資産計 2,910 

資産合計 68,695 

買掛債務 31,658  

その他の

流動負債 
2,805 

流動負債計 34,463 

固定負債計 - 

負債合計 34,463 

資本合計 34,231 
 

子会社の解散及び清算 

当連結会計年度まで連結子会社でありました株式会社リー

ワンネットは、事業環境の悪化に伴い、業績の改善が見込め

なくなったことから、平成19年3月22日に開催された同社臨

時株主総会において、平成19年3月31日をもって解散するこ

とを決議いたしました。 

 当連結子会社の概要は以下の通りであります。 

 ①当連結子会社の名称、事業内容、持分比率 

  名称：株式会社リーワンネット 

  事業内容：オンラインショッピングモール事業 

  持分比率：61.5% 

 ②清算の予定 

  平成19年5月 清算結了（予定） 

 ③当該子会社の状況、負債総額 

  所在地：東京都目黒区青葉台三丁目17番13号 

  代表者：代表取締役 石田誠 

  設立年月日：平成17年7月19日 

  資本金：97,500千円 

  負債総額：921千円 

 ④当該解散による会社の損失見込額 

解散による影響額は当連結会計年度の業績に織り込み済

みであります。 

⑤当該解散が営業活動等へ及ぼす影響 

売上の大部分が当社グループ内の取引であるため、軽

微であります。 

 

－  － 
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５．個別財務諸表等 

  （１） 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
(千円) 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  347,126 362,479  

２．売掛金  201,504 188,852  

３．商品  583,718 591,884  

４．貯蔵品  596 430  

５．前払費用  44,787 50,733  

６．繰延税金資産  18,669 29,448  

７．未収入金  21,245 7,444  

８．未収還付法人税等  － 18,543  

９．預け金  7,330 7,536  

10. その他  1,078 4,989  

貸倒引当金  △441 △1,970  

流動資産合計  1,225,615 68.2 1,260,372 69.5 34,756

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  216,194 219,850   

減価償却累計額  72,410 143,783 92,254 127,596  

(2) 構築物  69,528 67,805   

減価償却累計額  37,810 31,717 43,257 24,547  

(3) 機械装置  46,258 49,038   

減価償却累計額  18,536 27,721 23,071 25,966  

(4) 車両運搬具  5,625 5,625   

減価償却累計額  5,011 614 5,242 382  

(5) 工具器具備品  218,372 245,894   

減価償却累計額  140,060 78,312 166,025 79,869  

有形固定資産合計  282,149 15.7 258,361 14.2 △23,787

２．無形固定資産    

(1) 商標権  2,275 1,946  

(2) ソフトウェア  49,567 90,819  
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

(3) 電話加入権  2,531 2,531  

無形固定資産合計  54,374 3.0 95,297 5.3 40,923

３．投資その他の資産    

(1) 関係会社株式  80,000 9,801  

(2) 出資金  40 10  

(3) 長期前払費用  794 111  

(4) 繰延税金資産  1,010 26,606  

(5) 敷金保証金  153,902 163,629  

貸倒引当金  － △500  

投資その他の資産
合計 

 235,747 13.1 199,657 11.0 △36,089

固定資産合計  572,271 31.8 553,316 30.5 △18,954

資産合計  1,797,887 100.0 1,813,689 100.0 15,802

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ＊２ 39,511 62,740  

２．短期借入金  100,000 177,000  

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

 140,200 138,864  

４．１年以内償還予定
の社債 

 14,000 14,000  

５．未払金  83,757 81,468  

６．未払費用  17,064 22,268  

７．未払法人税等  40,155 －  

８．未払消費税等  6,500 11,521  

９．前受金  33 －  

10．預り金  1,938 5,787  

11．賞与引当金  9,430 7,846  

12. その他  4,415 5,974  

流動負債合計  457,008 25.4 527,470 29.1 70,462
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅱ 固定負債    

１．社債  21,000 7,000  

２．長期借入金  518,360 507,824  

３．長期未払金  3,825 25,543  

４．預り保証金  28,000 29,200  

固定負債合計  571,185 31.8 569,567 31.4 △1,617

負債合計  1,028,193 57.2 1,097,037 60.5 68,844

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ＊１ 267,760 14.9 － － △267,760

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  286,655 －   

資本剰余金合計  286,655 15.9 － － △286,655

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金    

(1) 特別償却準備金  518 －   

２．当期未処分利益  214,760 －   

利益剰余金合計  215,278 12.0 － － △215,278

資本合計  769,693 42.8 － － △769,693

負債・資本合計  1,797,887 100.0 － － △1,797,887

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 268,330 14.8 268,330

２．資本剰余金    

 資本準備金  － 287,225   

 資本剰余金合計  － － 287,225 15.8 287,225

３．利益剰余金    

その他の利益剰
余金 

   

特別償却準備金  － 316   

繰越利益剰余金  － 160,780   

利益剰余金合計  － － 161,096 8.9 161,096

株主資本合計  － － 716,651 39.5 716,651

Ⅱ 評価・換算差額等  － － －  －

純資産合計  － － 716,651 39.5 716,651

負債純資産合計  － － 1,813,689 100.0 1,813,689
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（２） 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高    

１．商品売上高  3,276,550 3,648,329   

２．フランチャイズ収
入 

＊１ 496,704 3,773,255 100.0 487,954 4,136,284 100.0 363,029

Ⅱ 売上原価    

１．期首商品たな卸高  532,818 583,718   

２．当期商品仕入高  1,795,229 2,058,877   

合計  2,328,047 2,642,596   

３．期末商品たな卸高  583,718 591,884   

４．フランチャイズ収
入原価 

＊２ 171,763 1,916,092 50.8 185,584 2,236,296 54.1 320,204

売上総利益  1,857,162 49.2 1,899,987 45.9 42,824

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

＊３ 1,735,121 46.0 1,917,770 46.5 182,648

営業利益又は営業
損失（△） 

 122,040 3.2 △17,782 △0.4 △139,823

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  9 227   

２．受取配当金  － 0   

３．受取手数料  12,036 13,547   

４．有価証券売却益  1,748 －   

５．受取保険金  3,832 1,197   

６．その他  3,379 21,006 0.6 4,399 19,371 0.5 △1,634
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
(千円) 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  17,558 18,345   

２．社債発行費償却  1,026 －   

３．有価証券売却損  6,168 －   

４．貸倒引当金繰入  － 500   

５．その他  1,108 25,862 0.7 481 19,326 0.5 △6,535

経常利益又は経常
損失（△） 

 117,184 3.1 △17,737 △0.4 △134,922

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ＊４ － 284   

２．抱合せ株式消滅差
益 

 － － － 14,231 14,516 0.3 14,516

Ⅶ 特別損失    

１. 固定資産除却損 ＊５ 307 190   

２．固定資産売却損 ＊６ 1,240 －   

３．前期損益修正損 ＊７ － 9,959   

４．投資有価証券評価
損 

 50,198   

５．店舗閉鎖損失 ＊８ 35,673 －   

６．減損損失 ＊９ － 37,220 1.0 17,899 78,248 1.9 41,027

税引前当期純利益
又は税引前当期純
損失（△） 

 79,964 2.1 △81,469 △2.0 △161,433

法人税、住民税及
び事業税 

 49,339 4,801   

過年度法人税等  － 4,285   

法人税等還付額  △3,279 －   

法人税等調整額  △6,051 40,008 1.1 △36,374 △27,287 △0.7 △67,296

当期純利益又は当
期純損失（△） 

 39,955 1.0 △54,181 △1.3 △94,137

前期繰越利益  174,805   

当期未処分利益  214,760   
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（３） 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（平成18年3月期） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   214,760 

Ⅱ 任意積立金取崩額   
 

１．特別償却準備金取崩額  201 201 

Ⅲ 次期繰越利益   214,961 
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株主資本等変動計算書 

 当事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他剰余金 

 

 

 
資本金 資本準備

金 

資本剰余金

合計 
特別償却

準備金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

 

平成18年3月31日残

高 
267,760 286,655 286,655 518 214,760 215,278 769,693

事業年度中の変動額    

 新株予約権の行使

による新株の発行 
570 570 570   1,140

 当期純損失  △54,181 △54,181 △54,181

その他  △201 201  

事業年度中の変動額

合計 
570 570 570 △201 △53,980 △54,181 △53,041

平成19年3月31日残

高 
268,330 287,225 287,225 316 160,780 161,096 716,651

 

（単位：千円） 

 
評価・換算差額等 純資産合計 

平成18年3月31日残高 － 769,693

事業年度中の変動額 

 新株予約権の行使による新株

の発行 
1,140

 当期純損失 △54,181

その他 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 

事業年度中の変動額合計 △53,041

平成19年3月31日残高 － 716,651

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（４）重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1)売買目的有価証券 (1)売買目的有価証券 

時価法（売却原価は、移動平均法によ

り算定） 

時価法（売却原価は、移動平均法によ

り算定） 

(2)子会社株式及び関連会社株式 (2)子会社株式及び関連会社株式 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

移動平均法による原価法 同左 

デリバティブ 同左 ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 時価法  

(1)商品 (1)商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 個別法に基づく原価法を採用しており

ます。 

同左 

 (2)貯蔵品 (2)貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しております。 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 定率法（ただし、建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物 ３～45年 

機械装置    13～15年 

車両運搬具   ２～６年 

工具器具備品  ４～10年 

定率法（ただし、建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物 ３～45年 

機械装置    13～15年 

車両運搬具   ４～６年 

工具器具備品  ４～10年 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 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

基づく定額法を採用しております。 

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（４年から

５年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(2）社債発行費 

商法施行規則の規定する最長期間 

で均等償却しております。 

(1）新株発行費 

同左 

 

 

 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 売上債権等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検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、当

期に負担すべき支給見込額を計上し

ております。 

同左 

７．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 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特

例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 (2）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 借入金の利息 
  

 
（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

同左 同左 
  

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているので決算日における有効

性の評価を省略しております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

同左 
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（５）会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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）

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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等） 

当事業年度より「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は716,651千

円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度

における貸借対照表の純資産の部については、改正

後の財務諸表等規則により作成しております。 

 （企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度から「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

基準及び事業分離等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。 
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（６）個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

 
＊１．会社が発行する株式 普通株式 67,200株

発行済株式総数 普通株式 16,952株
  

   

＊２．関係会社に対する買掛金が17,078千円あります。   

３．偶発債務 

（１）債務保証 

フランチャイジーの金融機関からの借入に対す

る債務保証が15,600千円あります。 

（２）経営指導念書 

子会社である株式会社リーワンネットのリース

会社への支払い債務に対して経営指導念書を差し

入れており、その金額は44,394千円であります。
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

＊１．フランチャイズ収入は、ロイヤリティ収入・店

舗設備の販売及び共同広告収入等であり、金額

は下記のとおりです。 

＊１．フランチャイズ収入は、ロイヤリティ収入・

店舗設備の販売及び共同広告収入等であり、

金額は下記のとおりです。 
 

ロイヤリティ収入 248,840千円

その他の収入 247,864千円
  

 
ロイヤリティ収入 247,196千円

その他の収入 240,758千円
  

＊２．フランチャイズ収入原価は、店舗設備の原価、

共同広告に対する原価等であります。 

＊２．         同左 

＊３．販売費に属する費用のおおよその割合は88％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

12％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

＊３．販売費に属する費用のおおよその割合は

88％、一般管理費に属する費用のおおよその

割合は12％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 
 

 （単位：千円）

給与及び諸手当 547,345

役員報酬 49,740

福利厚生費 75,810

賞与引当金繰入額 13,773

広告宣伝費 118,350

地代家賃 337,761

減価償却費 76,299

消耗品費 66,069

顧問料 25,077
  

 
 （単位：千円）

給与及び諸手当 616,242

賞与引当金繰入額 16,390

広告宣伝費 139,848

地代家賃 357,295

減価償却費 76,881
  

＊４．         ― ＊４．固定資産売却益の内訳は車両運搬具の売却によ

るものです。 

＊５．固定資産除却損の内訳は車両運搬具の除却によ

るものです。 

＊５．固定資産除却損の内訳は機械装置の除却による

ものです。 

＊６．固定資産売却損の内訳は、工具器具備品の売却

によるものです。 

＊６．          ― 

＊７．         ― ＊７．前期損益修正損の内訳は以下の通りでありま

す。 

    過年度印紙税     5,237千円 

    過年度人件費        4,722千円 

     合計           9,959千円 

＊８．店舗閉鎖損失は直営店の閉店によるものです。 ＊８．          ― 
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前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ＊９ 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ました。 

場所 用途 種類 

山形店 店舗用資産 建物、構築物 

千葉八千代店 店舗用資産 建物等 

フィールドガ

レージ北九州黒

崎店 

店舗用資産 

建物、構築物 

当社は、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14,829千円、工具器具備品785

千円及びその他2,284千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能額は正味売却

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。 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．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 

１．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 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
   

 
取得価額
相当額 
（

減
累
当

（千円）

価償却
計額相
額 

（千円） 

期末残高
相当額 

千円）

建 1物 11,926 9,938 ,987

機 4 1械装置 ,200 2,310 ,890

車 4 2両運搬具 ,732 2,050 ,681

工 9具器具備品 ,167 9,167 －
 

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

建物 11,926 11,926 －

機械装置 4,200 3,150 1,050

車両運搬具 4,275 2,707 1,567

工具器具備品 5,183 － 5,183

  
(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 4,488千円

１年超 3,384千円

合計 7,873千円
  

 
１年内 3,086千円

１年超 4,821千円

合計 7,908千円
 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 6,077千円

減価償却費相当額 5,393千円

支払利息相当額 684千円
  

 
支払リース料 4,158千円

減価償却費相当額 3,682千円

支払利息相当額 135千円
 

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

同左 

２．オペレーティングリース取引 

   未経過リース料 

２．オペレーティングリース取引 

   未経過リース料 
 

１年内 1,128千円

１年超 1,693千円

合計 2,822千円
 

 
１年内 1,128千円

１年超 564千円

合計 1,693千円
 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

同左 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円） （単位：千円）

(1）流動資産 (1）流動資産 
   

繰延税金資産 

たな卸資産 10,251

未払事業税 3,528

賞与引当金限度超過額 3,818

未払事業所税 892

貸倒引当金限度超過額 178

繰延税金資産計 18,669
 

 
繰延税金資産 

たな卸資産 12,641

未払事業税 2,537

賞与引当金限度超過額 3,177

未払事業所税 892

貸倒引当金限度超過額 797

繰越欠損金 9,401

繰延税金資産計 29,448
  

(2）固定資産 (2）固定資産 
 

長期繰延税金資産 

特別償却準備金 △215

権利金償却否認 1,225

長期繰延税金資産計 1,010

 
  

 
長期繰延税金資産 

特別償却準備金 △78

権利金償却否認 1,310

子会社株式評価損 20,325

減損損失 4,846

貸倒引当金 202

長期繰延税金資産計 26,606

 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 
   

法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金算入されない項目 2.7

住民税均等割 5.3

留保金課税適用 2.8

法人税等還付金 △3.8

その他 2.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.0
 

 
法定実効税率 △40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金算入されない項目 3.3

住民税均等割 5.8

修正申告額 5.3

店舗損失過大計上 △2.7

印紙未納付過怠税 2.4

抱合せ株式消滅差益 △7.1

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △33.5
  

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   

１株当たり純資産額 45,404.30円

１株当たり当期純利益 2,368.12円

潜在株式調整後1株当たり 
当期純利益 

2,331.82円
 

 

１株当たり純資産額 42,180.81円

１株当たり当期純損失 3,189.80円

  

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、当期純損失を計上しているため、記載しており

ません。 

 （注） １株当たり当期純利益（△損失）金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益（△損失）金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

1株当たり当期純利益（△損失）金額   

当期純利益（△損失）（千円） 39,955 △54,181 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 （うち利益処分による役員賞与金） （ －） （ －）

普通株式に係る当期純利益（△損失）

（千円） 
39,955 △54,181 

普通株式の期中平均株式数（株） 16,872 16,986 

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 263 － 

（うち転換社債（株）） （ －） （ －）

（うち新株予約権（株）） （263） （  －）

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 

－ － 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

簡易合併 

当社は、平成18年3月28日開催の取締役会決議により、平成

18年6月1日を合併期日として、株式会社バックアプガレージ

（当社100%子会社）を簡易合併方式により吸収合併し、会社

統合いたしました。 

(1) 合併の方式 

株式会社アップガレージを存続会社とする吸収合併方式

で、株式会社バックアップガレージは解散いたしました。

(2) 合併期日及び合併登記日 

平成18年6月1日 

(3) 合併比率 

株式会社バックアップガレージは全株式を株式会社アッ

プガレージが保有していることから、新株式の発行は行い

ません。 

(4) 合併交付金 

株式会社アップガレージによる合併交付金の支払は行い

ません 

(5) 財産の引継 

株式会社アップガレージは、合併期日において、株式会

社バックアップガレージの資産及び負債並びに権利義務の

一切を引き継ぎました。 

なお、株式会社バックアップガレージの平成18年5月31日

現在の資産、負債及び資本の額は次のとおりであります。

株式会社バックアップガレージ 

（千円） 

科目  金額 

売掛債権 39,923 

棚卸資産 13,184 

 

その他の

流動資産 
12,676 

流動資産計 65,784 

有形固定

資産 
2,789 

無形固定

資産 
86 

 

投資その

他の資産 
35 

固定資産計 2,910 

資産合計 68,695 

買掛債務 31,658  

その他の

流動負債 
2,805 

流動負債計 34,463 

固定負債計 - 

負債合計 34,463 

資本合計 34,231 
 

子会社の解散及び清算 

当事業年度まで当社の子会社でありました株式会社リー

ワンネットは、事業環境の悪化に伴い、業績の改善が見込

めなくなったことから、平成19年3月22日に開催された同社

臨時株主総会において、平成19年3月31日をもって解散する

ことを決議いたしました。 

 当子会社の概要は以下の通りであります。 

 ①当子会社の名称、事業内容、持分比率 

  名称：株式会社リーワンネット 

  事業内容：オンラインショッピングモール事業 

  持分比率：61.5% 

 ②清算の予定 

  平成19年5月 清算結了（予定） 

 ③当該子会社の状況、負債総額 

  所在地：東京都目黒区青葉台三丁目17番13号 

  代表者：代表取締役 石田誠 

  設立年月日：平成17年7月19日 

  資本金：97,500千円 

  負債総額：921千円 

 ④当該解散による会社の損失見込額 

解散による影響額は当事業年度の業績に織り込み済みで

あります。 

⑤当該解散が営業活動等へ及ぼす影響 

売上の大部分が当社グループ内の取引であるため、軽

微であります。 

 

 

－  － 
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６．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 

 当社グループでは主に一般顧客（最終消費者）を対象とした店頭販売であるため、記載を省略いたします。 

 

（３）仕入の状況 

商品分類別仕入実績 

商品分類別 
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）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

 仕入高（千円） 構成比 仕入高（千円） 構成比

タイヤ・アルミホイール 735,886 38.3% 766,875 36.8 

カーオーディオ 
カーエレクトロニクス 

542,790 28.2  580,662 27.9 

カースポーツ用品 443,220 23.1  445,833 21.4 

その他のカー用品 200,158 10.4  289,364 13.9 

合計 1,922,056 100.0  2,082,734 100.0 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．金額は仕入価格によっております。 

 

（４）販売実績 

商品分類別販売実績 

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）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 商品分類別 

売上高（千円） 構成比 売上高（千円） 構成比 

タイヤ・アルミホイール 1,251,473 31.8% 1,321,121 31.7 

カーオーディオ 
カーエレクトロニクス 

892,072 22.6  942,599 22.6 

カースポーツ用品 815,784 20.7  781,259 18.7 

その他のカー用品 485,420 12.3  632,011 15.2 

ロイヤリティ収入 248,840 6.3  247,196 5.9 

その他のフランチャイズ
収入 

247,864 6.3  240,758 5.8 

中
古
カ
ー
用
品
等
の
販
売
事
業 

合計 3,941,459 100.0  4,164,946 99.9 

ＥＣ事業 － － 5,075 0.1 

合計 3,941,459 100.0  4,170,021 100.0 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

－  － 
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