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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 10,182 16.8 △810 － △788 － △778 －

19年３月期第１四半期 8,720 △13.6 △184 － △187 － △223 －

19年３月期 36,578 △10.7 △1,878 － △1,788 － △14,414 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △3 30 － －

19年３月期第１四半期 △0 95 － －

19年３月期 △61 08 － －

(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

20年３月期第１四半期 8,970 6,887 76.8 29 19

19年３月期第１四半期 23,901 21,945 91.8 93 00

19年３月期 10,215 7,702 75.4 32 64

(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

20年３月期第１四半期 △172 △103 △0 1,165

19年３月期第１四半期 △638 △152 △0 15,535

19年３月期 △1,338 △13,514 △33 1,441

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年３月期第１四半期 － －

20年３月期第１四半期 － －
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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）　【参考】

 （％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 18,180 △1.5 △1,015 － △910 － △540 － △2 29

通期 38,940 6.5 △1,340 － △1,125 － △1,020 － △4 32

 ※連結業績予想につきましては、平成19年６月12日公表時から変更しておりません。

 

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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

    （内容）法人税等の計上基準については、一部簡便的な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(参考)　個別業績の概況

１．平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 10,084 16.7 △798 － △794 － △779 －

19年３月期第１四半期 8,640 △13.9 △168 － △167 － △203 －

19年３月期 36,223 △10.8 △1,861 － △1,776 － △14,396 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △3 30 － －

19年３月期第１四半期 △0 86 － －

19年３月期 △61 01 － －

(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

20年３月期第１四半期 9,444 7,470 79.1 31 66

19年３月期第１四半期 24,309 22,443 92.3 95 11

19年３月期 10,607 8,286 78.1 35 12

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 17,980 △1.7 △970 － △860 － △1,090 － △4 62

通期 38,530 6.4 △1,290 － △1,065 － △1,545 － △6 55

※個別業績予想につきましては、平成19年６月12日公表時から変更しておりません。

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々

な要因によって見通しと異なる場合がありえることをご承知おき願います。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期の自動車流通業界におきましては、自動車に対する成熟化傾向にあり、新規購入者数の減少に加えて、

車輌性能の向上などもあり、新車販売台数の伸び悩みなど依然厳しい環境にあると言えます。

　このような状況の中、当社におきましては、平成19年４月１日を以って会社名を株式会社カーチスから株式会社ソリッ

ドグループホールディングスに変更し、親会社である株式会社ソリッドアコースティックスのグループの一員として、

ブランドビジネスの強化や新たな集客方法の検討、店舗展開等の営業施策の実施により販路拡大を図ることとなりまし

た。しかしながら当社におきましても依然厳しい環境の中にあり、早期に収益基盤の強化・黒字体質を確立することが

重要な経営課題となっております。

　収益体制構築のための具体的な営業施策として、今期４月から事業部制を導入し、地域密着型営業と迅速で的確なマー

ケティングを実施することで、買取(仕入)強化を図ってまいりました。その結果、取扱台数(契約ベース)前年第一四半

期比(166.9%)の結果を残すことができました。第２四半期におきましても引き続き買取強化を図ってまいります。また、

販売(小売)につきましても、取扱台数(契約ベース)では前年実績を上回った(109.6%)ものの、依然として集客力不足等

の課題が残っており、予算達成には至りませんでした。さらに、販売管理費の増加等もあり、営業利益の確保において

苦戦を強いられている状況であります。

　店舗計画の実施につきましては、第１四半期ではカーチス苫小牧(平成19年４月28日)の１店舗を新規出店いたしまし

た。今後の新規出店につきましては、大都市圏(東名阪)を中心に検討してまいります。しかしながら、販売管理費の圧

縮や営業利益の確保が当社の課題であるため、業績不振店舗の閉鎖、移転および売り場面積の見直し、来店誘致への転

換を含むスクラップ・アンド・ビルドを積極的に展開してまいります。

　お客様のカーライフにおいて満足度の更なる追及のため、徹底した品質保証、保険、修理・整備、車検、自動車ロー

ンの拡充及び提供を行い、同時にサービス体制の強化を推進してまいりました。さらに、引き続き、聖域なきコストダ

ウンを推進し、不要なコストの削減による財務体質の改善を図ってまいりました。今後も企業価値・株主価値向上に向

けて弛まぬ努力をしてまいる所存であります。

　以上の結果、当第１四半期における業績は、連結売上高10,182百万円、連結経常損失788百万円、連結当期純損失778

百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

　　当第１四半期末における総資産は8,970百万円となり前連結会計年度末に比べ1,245百万円減少しました。この主な

　要因は、流動資産が1,133百万円減少し、投資等も94百万円減少したことによります。

　　負債は2,083百万円となり前連結会計年度末に比べ430百万円減少しました。この主な要因は、流動負債が409百万

　円減少し、固定負債も20百万円減少したことによります。

　　純資産は6,887百万円となり前連結会計年度末に比べ815百万円減少しました。この主な要因は、利益剰余金が778

　百万円減少し、投資有価証券差額金も36百万円減少したことによります。

 　（キャッシュ・フローの状況）

　　当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は1,165百万円となり、前連結会計年度末と比べ275百万円減少

　となりました。

　　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は棚卸資産の減少656百万円や売上債権の減少239百万円のプラス要因があ

　ったものの、税金等調整前四半期純損失766百万円、未払金の減少377百万円等のマイナス要因があったため、結果と

　して172百万円のマイナス（前年同期は638百万円のマイナス）となりました。

　　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資有価証券の売却による収入56百万円等のプラス要因があったもの

　の、有形固定資産の取得による支出121百万円、無形固定資産取得による支出44百万円があったため、結果として103

　百万円のマイナス（前年同期は152百万円のマイナス）となりました。

　　「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、記載すべき重要な事項はございません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

前連結会計年度
（平成19年３月期末）

区分 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 15,535,696 1,319,161 1,586,230

２　受取手形及び
売掛金

624,547 718,381 930,389

３　たな卸資産 3,800,454 3,061,436 3,718,364

４　親会社未収利息 － － 65,084

５　その他 691,850 307,294 239,709

　　貸倒引当金 △4,455 △1,653 △1,653

流動資産合計 20,648,093 86.4 5,404,620 60.3 6,538,124 64.0

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物及び構築物 815,196 752,177 780,750

(2）土地 232,200 232,200 232,200

(3）建設仮勘定 － 39,518 39,518

(4）その他 65,098 88,793 72,803

有形固定資産合計 1,112,495 4.7 1,112,689 12.4 1,125,273 11.0

２　無形固定資産 98,111 0.4 66,805 0.7 71,306 0.7

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 776,137 695,717 751,078

(2）長期債権 7,676,391 6,929,460 6,929,463

(3）長期売掛金 500,772 518,489 518,489

(4）ＣＭＳによる
　　親会社寄託金

－ 12,160,000 12,160,000

(5）差入敷金保証金 855,478 1,159,273 1,173,281

(6）その他 76,169 317,884 318,844

貸倒引当金 △7,842,468 △19,394,630 △19,370,158

投資その他の資産合
計

2,042,481 8.5 2,386,194 26.6 2,480,999 24.3

固定資産合計 3,253,088 13.6 3,565,689 39.7 3,677,578 36.0

資産合計 23,901,182 100.0 8,970,310 100.0 10,215,703 100.0
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前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

前連結会計年度
（平成19年３月期末）

区分 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　支払手形及び
買掛金

277,844 469,622 538,889

２　未払金 702,497 600,535 1,089,804

３　未払法人税等 25,416 102,087 76,755

４　賞与引当金 94,208 242,890 161,371

５　社名変更関連費用
　　引当金

264,504 － －

６　閉鎖店舗引当金 64,108 9,757 11,397

７　債務保証損失
    引当金

4,055 2,443 2,443

８　その他 383,107 557,667 508,741

流動負債合計 1,815,741 7.6 1,985,004 22.1 2,389,403 23.4

Ⅱ　固定負債

１　預り保証金 66,555 91,858 87,034

２　長期未払金 24,600 4,920 9,840

３　繰延税金負債 37,341 － 24,948

４　リース資産減損勘定 11,798 1,243 2,074

固定負債合計 140,294 0.6 98,021 1.1 123,896 1.2

負債合計 1,956,035 8.2 2,083,025 23.2 2,513,300 24.6
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前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

前連結会計年度
（平成19年３月期末）

区分 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 14,447,805 14,447,805 14,447,805

２　資本剰余金　 12,362,024 7,555,702 7,555,702

３　利益剰余金 △4,950,846 △15,114,235 △14,335,769

４　自己株式 △1,966 △1,987 △1,987

株主資本合計 21,857,016 91.5 6,887,284 76.8 7,665,751 75.0

Ⅱ　評価・換算差額等　       

１　その他有価証券
評価差額金

54,859 － 36,652

評価・換算差額合計 54,859 0.2 － － 36,652 0.4

Ⅲ　新株予約権　 33,272 0.1 － － － －

純資産合計 21,945,147 91.8 6,887,284 76.8 7,702,403 75.4

負債及び純資産合計 23,901,182 100.0 8,970,310 100.0 10,215,703 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

前連結会計年度
（平成19年３月期）

区分 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 8,720,814 100.0 10,182,922 100.0 36,578,333 100.0

Ⅱ　売上原価 6,954,789 79.7 8,436,624 82.9 29,499,545 80.6

売上総利益 1,766,024 20.3 1,746,297 17.1 7,078,787 19.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,950,421 22.4 2,556,613 25.1 8,957,139 24.5

営業損失 184,396 △2.1 810,315 △8.0 1,878,352 △5.1

Ⅳ　営業外収益 3,920 0.0 24,930 0.3 95,328 0.3

Ⅴ　営業外費用 7,183 0.1 2,879 0.0 5,001 0.0

経常損失 187,659 △2.2 788,264 △7.7 1,788,024 △4.9

Ⅵ　特別利益 325 0.0 48,021 0.5 32,213 0.1

Ⅶ　特別損失 24,065 0.3 25,773 0.3 12,608,355 34.5

税金等調整前四半
期（当期）純損失

211,398 △2.4 766,016 △7.5 14,364,167 △39.3

法人税、住民税及
び事業税

11,775 12,449 50,250

法人税等調整額 － － － 0.1 － 0.0

四半期（当期）純
損失

223,173 △2.6 778,465 △7.6 14,414,418 △39.4
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６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19年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △14,335,769 △1,987 7,665,751

第１四半期連結会計期間中の変動

額

資本準備金の取崩（千円）     －

四半期純損失（千円）   △778,465  △778,465

自己株式の取得（千円）     －

株主資本以外の項目の第１四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － △778,465 － △778,466

平成19年６月30日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △15,114,235 △1,987 6,887,284

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 － 7,702,403

第１四半期連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩（千円）    －

四半期純損失（千円）    △778,465

自己株式の取得（千円）    －

株主資本以外の項目の第１四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

△36,652 △36,652  △36,652

第１四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円）
△36,652 △36,652 － △815,118

平成19年６月30日　残高

（千円）
－ － － 6,887,284
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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） 14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩  △4,806,321 4,806,321  －

当期純損失   △14,414,418  △14,414,418

自己株式の取得    △31 △31

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
（千円）

－ △4,806,321 △9,608,096 △31 △14,414,450

平成19年３月31日　残高（千円） 14,447,805 7,555,702 △14,335,769 △1,987 7,665,751

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 66,425 66,425 33,272 22,179,899

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩    －

当期純損失    △14,414,418

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△29,773 △29,773 △33,272 △14,477,496

平成19年３月31日　残高（千円） 36,652 36,652 － 7,702,403
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

前連結会計年度
（平成19年３月期）

区分 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

１　税金等調整前当期純損失 △211,398 △766,016 △14,364,167

２　減価償却費 48,412 65,649 321,468

３　減損損失 － － 307,151

４　貸倒引当金の増加額 21,258 24,472 11,546,145

５　賞与引当金の増減額（△減
少額）

△80,740 81,519 △13,577

６　社名変更関連費用引当金の
減少額

△5,495 － △270,000

７　閉鎖店舗引当金の減少額 － △1,640 △52,710

８　債務保証損失引当金の減少
額

－ － △1,612

９　受取利息および受取配当金 △1,388 △1,407 △68,970

10　投資有価証券売却益 － △46,016 －

11　投資有価証券評価損 486 － 486

12　有形固定資産売却益 △325 △2,005 △1,490

13　有形固定資産除売却損 2,320 779 2,645

14　無形固定資産除売却損 － 521 23

15　売上債権の増減額（△増加
　　額）

160,177 239,195 △51,653

16　たな卸資産の増減額（△増
加額）

△2,187 656,928 77,598

17　仕入債務の増減額（△減少
額）

△129,669 △68,421 130,529

18　未払消費税等の増加額 45,018 27,552 38,946

19　長期債権の減少額 － 2 728,929

20　持分法による投資損益 7,094 △16,639 1,554

21　未払金の増減額（△減少額） 12,520 △377,775 266,163

22　その他 △402,549 △52,895 202,854

小計 △536,467 △236,195 △1,199,686

23　利息及び配当金の受取額 1,187 66,491 3,886

24　法人税等の支払額 △103,639 △2,916 △142,341

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△638,919 △172,620 △1,338,141
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前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

前連結会計年度
（平成19年３月期）

区分 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

１　預け入れ機関に拘束力のあ
る普通預金

－ △8,853 △144,714

２　投資有価証券の売却による
収入

－ 56,413 －

３　有形固定資産の取得による
支出

△85,089 △121,305 △474,538

４　有形固定資産の売却による
収入

1,175 2,280 2,661

５　無形固定資産の取得による
支出

△75,202 △44,707 △139,135

６　長期前払費用の取得による
支出

－ △1,107 △5,144

７　差入敷金保証金増加による
支出

△1,200 △10,100 △390,838

８　差入敷金保証金減少による
収入

3,939 22,999 20,044

９　短期貸付けによる支出 － － △285,100

10　ＣＭＳによる親会社寄託支
出

－ － △12,160,000

11　長期貸付けの回収による収
入

3,000 － 6,000

12　その他 636 1,109 56,365

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△152,741 △103,271 △13,514,400

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

１　その他 △14 △30 △33,313

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△14 △30 △33,313

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △791,674 △275,922 △14,885,855

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

16,327,371 1,441,516 16,327,371

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

15,535,696 1,165,593 1,441,516
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(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

　当社グループは、第18期687百万円、第19期915百万円、

第20期1,878百万円と継続して大幅な営業損失を計上して

おります。当連結会計年度においては多額の貸倒引当金を

計上したため、当期純損失は14,414百万円にのぼりました。

また、営業キャッシュ・フローにつきましても第18期645

百万円、第19期1,681百万円、第20期1,338百万円と継続的

にマイナスとなっております。さらに、当連結会計年度に

おいては、現金及び現金同等物の金額が1,441百万円となっ

ており、前連結会計年度末(16,327百万円)に比べて著しく

減少しております。当該状況を総合的に鑑みて、当社グ

ループには継続企業の前提に関する疑義が存在しておりま

す。

　このような状況から早急に脱却するために、当社グルー

プでは中期事業計画(平成20年３月期から平成22年３月期)

を策定し、当該計画の達成に向けて邁進する所存です。

・営業損益および営業キャッシュフローへの対応

　営業では１人あたりの生産性を重視してまいります。営

業研修部を新設して個人のスキルアップをはかり、全国55

ある店舗(平成19年３月末現在)よりスクラップ・アンド・

ビルドを積極的に行います。新たに導入した事業部制では

買取・直販体制を構築させ、社内流通量を10,000台に増加

し陸送費、オークション仕入れ手数料の削減を強化するこ

と、そしてより地域に密着した営業、機動的なマーケティ

ングを遂行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化

　第20期におきましては広告宣伝費が802百万円増加いた

しましたが、費用対効果を徹底的に検証してまいります。

本社家賃の見直し(移転含む)など経費圧縮に努め、持分法

適用会社である株式会社オートサーバー株式の売却を早期

に実現させ、当社の財務強化、安定に努めてまいりま

す。

　なお、第21期の資金収支の予想、および今後確保すべき

運転資金につきましては、当社保有株式・不動産の売却、

担保不動産の売却、およびエクイティ・ファイナンス等の

実施により4,758百万円を調達してまいります。詳細は、

下記資金不足額の調達表をご参照ください。

　当社グループは、前連結会計年度において、営業損失

1,878百万円、前連結会計年度当期純損失14,414百万円を

計上いたしました。また、営業キャッシュ・フローにつき

ましても継続的にマイナスとなっております。さらに、前

連結会計年度末における現金及び現金同等物の金額が1,441

百万円となっており、前々連結会計年度(16,327百万円)に

比べて著しく減少しております。当該状況を総合的に鑑み

て、当社グループには継続企業の前提に関する疑義が存在

しております。

　このような状況から早急に脱却するために、当社グルー

プでは中期事業計画(平成20年３月期から平成22年３月期)

を策定し、当該計画の達成に向けて邁進する所存です。

・営業損益および営業キャッシュフローへの対応

　営業では１人あたりの生産性を重視しております。営業

研修部を新設して個人のスキルアップをはかり、全国55あ

る店舗(平成19年３月末現在)よりスクラップ・アンド・ビ

ルドを積極的に行います。新たに導入した事業部制では買

取・直販体制を構築させ、社内流通量を10,000台に増加し、

陸送費、オークション仕入れ手数料の削減を強化すること、

そしてより地域に密着した営業、機動的なマーケティング

を遂行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化 

　第20期におきましては広告宣伝費が802百万円増加いた

しましたが、費用対効果を徹底的に検証し、本社家賃の見

直し(移転含む)など経費圧縮に努め、持分法適用会社であ

る株式会社オートサーバー株式の売却を早期に実現させ、

当社の財務強化、安定に努めております。　

　なお、第21期の資金収支の予想、および今後確保すべき

運転資金につきましては、平成19年６月14日に当社保有株

式を売却、また、平成19年4月から6月の期間において長期

保有在庫約550台を処分し,合計624百万円を運転資金とし

て確保いたしました。なお、調達額の減少(10百万円)につ

きましては株式売却手数料等控除によるものであります。

当社は引き続き、当社保有株式・不動産の売却、担保不動

産の売却、およびエクイティ・ファイナンス等の実施によ

り4,134百万円を調達してまいります。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

(単位：百万円) 

項目
資金不足額の調達

調達時期 数量(株) 調達額

当社保有株式

売却
 平成19年６月 360 66

 

担保不動産

売却

 

 平成19年７月  217

 

担保不動産

売却 

 

 平成19年７月  460

 

当社保有株式

売却 

 

 平成19年７月 8,848 1,170

エクイティ

ファイナンス

等

 平成19年７月  2,000

当社保有不動

産売却
 平成19年９月  200

担保株式売却

 
 平成19年９月 48,800 2

担保株式売却

 
 平成19年９月 280,000 209

担保株式売却  平成19年９月 93,440 4

差入保証金

返還
 平成19年９月  80

商品在庫圧縮  随時  350

  調達金額の合計 4,758

　当該計画および資金調達の実行・達成により、継続企業

の前提に関する重要な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記の重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。

   (単位：百万円) 

項目
資金不足額の調達

調達時期 調達予定額 調達実施額

当社保有株式

売却
 平成19年６月 66 56

 

担保不動産

売却

 

 平成19年７月 217  ―

 

担保不動産

売却 

 

 平成19年７月 460  ―

 

当社保有株式

売却 

 

 平成19年７月 1,170   ―

エクイティ

ファイナンス

等

 平成19年７月 2,000   ―

当社保有不動

産売却
 平成19年９月 200  ―

担保株式売却

 
 平成19年９月 2   ―

担保株式売却

 
 平成19年９月 209  ―

担保株式売却  平成19年９月 4  ―

差入保証金

返還
 平成19年９月 80  ―

商品在庫圧縮  随時 350 568

 合計  4,758 624

　当該計画および資金調達の実行・達成により、継続企業

の前提に関する重要な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記の重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。
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(6）重要な後発事象

子会社の異動(株式取得) 

１．子会社化の理由 

　　中古自動車の買取・販売事業を運営する当社は、インターネットオークションの運営やエスクローサービ

　スの管理システムを開発、運営する株式会社レジラのノウハウを、当社の自動車流通事業に取り込み、新規

　事業の拡充および商品管理の向上とのシナジー効果を期待するものであります。 

２．異動する子会社の概要

　　①商号　株式会社レジラ　　

　　②代表者　代表取締役　臼沢　弘基　　

　　③本店所在地　東京都中央区本石町４-４-11　　

　　④設立年月日　平成13年７月　　

　　⑤主な事業の内容　コンピューター通信システムを利用した自動車販売仲介業　　

　　⑥資本金　283,650千円(発行済株式数：14,440株)　　

３．取得の概要 

　　株式会社レジラの有する第三者債務285,100千円を当社が取得しておりましたが、同社は平成19年５月10

　日、資本金を100%減資いたしました。次に、当社を割当先とする第三者割当増資(デッドエクイティスワッ

　プ)を行い、当社は平成19年７月５日、普通株式28,510株(１株につき10,000株)を引受け、100%子会社化い

　たしました。 

４．取得後の所有株式の状況

 異動日 株式 所有割合

異動前の所有株式数 － 　　　　　　　－ 　　　　　　　　－

取得株式数  平成19年７月５日  28,510株  100.00%

異動後の所有株式数 －  28,510株   100.00%

５．今後の予定 

　　株式会社レジラの子会社化に伴い、インターネット・オークションサイトを通じた中古車流通モデルを構

　築するため、引続き両者にて協議する予定でございます。当社は、可及的速やかに株式会社レジラへ役員を

　派遣し、このモデルを構築するための具体的作業に入ります。 

６．業績に与える影響 

　　当社の2008年３月期に与える影響は軽微であります。　
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

前事業年度
（平成19年３月31日）

区分 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 15,161,848 1,031,086 1,195,352

２　受取手形及び
　　売掛金

579,599 668,934 876,611

３　たな卸資産 3,791,293 3,056,054 3,712,660

４　親会社未収利息 － － 65,084

５　その他 708,556 312,512 249,574

貸倒引当金 △4,335 △100 △100

流動資産合計 20,236,961 83.2 5,068,488 53.7 6,099,183 57.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 430,973 420,098 429,187

(2）土地 232,200 232,200 232,200

(3）建設仮勘定 － 39,518 39,518

(4）その他 418,141 384,656 400,315

有形固定資産合計 1,081,315 4.4 1,076,473 11.4 1,101,221 10.4

２　無形固定資産 14,482 0.1 2,731 0.0 2,343 0.0

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,659,969 1,557,369 1,629,369

(2）差入敷金保証金 853,728 1,151,207 1,168,835

(3）長期債権 21,049,971 20,341,900 20,340,668

(4）長期売掛金 500,772 518,489 518,489

(5）ＣＭＳによる
    親会社寄託金

－ 12,160,000 12,160,000

(6）その他 127,875 317,041 318,608

貸倒引当金 △21,215,146 △32,749,556 △32,731,244

投資その他の資産合
計

2,977,171 12.2 3,296,450 34.9 3,404,726 32.1

固定資産合計 4,072,969 16.8 4,375,656 46.3 4,508,291 42.5

資産合計 24,309,931 100.0 9,444,144 100.0 10,607,474 100.0
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前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

前事業年度
（平成19年３月31日）

区分 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 225,767 396,517 467,584

２　未払金 733,643 642,311 1,137,632

３　前受金 121,968 229,335 202,984

４　未払法人税等 24,771 101,339 72,870

５　社名変更関連費用引
当金

264,504 － －

６　閉鎖店舗引当金 64,108 9,757 11,397

７　賞与引当金 75,000 226,000 151,000

８　その他 174,199 341,713 220,403

流動負債合計 1,683,962 6.9 1,946,976 20.6 2,263,873 21.4

Ⅱ　固定負債

１　預り保証金 20,907 20,362 20,362

２　リース資産減損勘定 11,798 1,243 2,074

３　長期未払金 24,600 4,920 9,840

４　繰延税金負債 37,341 － 24,948

固定負債合計 94,646 0.4 26,525 0.3 57,224 0.5

負債合計 1,778,608 7.3 1,973,501 20.9 2,321,098 21.9
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前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

前事業年度
（平成19年３月31日）

区分 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 14,447,805 14,447,805 14,447,805

２　資本剰余金　 12,362,024 7,555,702 7,555,702

３　利益剰余金 △4,364,670 △14,530,877 △13,751,796

４　自己株式 △1,966 △1,987 △1,987

株主資本合計 22,443,192 92.3 7,470,642 79.1 8,249,724 77.8

Ⅱ　評価・換算差額等　       

１　その他有価証券
　　評価差額金

54,859 － 36,652

評価・換算差額合計 54,859 0.2 － － 36,652 0.3

Ⅲ　新株予約権　 33,272 0.1 － － － －

純資産合計 22,531,323 92.7 7,470,642 79.1 8,286,376 78.1

負債及び純資産合計 24,309,931 100.0 9,444,144 100.0 10,607,474 100.0
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(2）（要約）四半期損益計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

前事業年度
（平成19年３月期）

区分 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 8,640,730 100.0 10,084,071 100.0 36,223,944 100.0

Ⅱ　売上原価 6,942,158 80.3 8,407,543 83.4 29,448,904 81.3

売上総利益 1,698,572 19.7 1,676,528 16.6 6,775,039 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,867,358 21.6 2,474,681 24.5 8,636,126 23.8

営業損失 168,786 △2.0 798,153 △7.9 1,861,086 △5.1

Ⅳ　営業外収益 4,121 0.0 6,312 0.0 94,577 0.3

Ⅴ　営業外費用 2,888 0.0 2,421 0.0 10,096 0.0

経常損失 167,552 △1.9 794,261 △7.9 1,776,605 △4.9

Ⅵ　特別利益 － － 46,016 0.5 23,919 0.1

Ⅶ　特別損失 24,065 0.3 18,833 0.2 12,596,439 34.8

税引前四半期（当
期）純損失

191,618 △2.2 767,079 △7.6 14,349,126 △39.6

法人税、住民税及
び事業税

11,400  12,001  47,339  

法人税等調整額 － 0.1 － 0.1 － 0.1

四半期（当期）純
損失

203,018 △2.3 779,080 △7.7 14,396,465 △39.7

　　　 前期繰越損失 － － －

　　　 四半期（当期）未

　　　 処理損失
－ － －
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(3）株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △14,396,465 △13,751,796 △1,987 8,249,724

四半期会計期間中の変動額

資本準備金の取崩

（千円）
        －

四半期純損失（千円）      △779,080 △779,080  △779,080

自己株式の取得

（千円）
       － －

株主資本以外の項目の四

半期会計期間中の変動額

（純額）（千円）

         

四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － － － － △779,080 △779,080 － △779,081

平成19年６月30日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △15,175,546 △14,530,877 △1,987 7,470,642

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 － 8,286,376

四半期会計期間中の変動額

資本準備金の取崩（千円）    －

四半期純損失（千円）    △779,080

自己株式の取得（千円）    －

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△36,652 △36,652  △36,652

四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
△36,652 △36,652 － △815,733

平成19年６月30日　残高

（千円）
－ － － 7,470,642
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金合
計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 12,362,024 － 12,362,024 644,669 △4,806,321 △4,161,652 △1,955 22,646,221

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩

（千円）
 △8,750,073 3,943,751 △4,806,321  4,806,321 4,806,321  －

当期純損失（千円）      △14,396,465 △14,396,465  △14,396,465

自己株式の取得

（千円）
       △31 △31

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）（千円）

         

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － △9,590,143 △9,590,143 △31 △14,396,497

平成19年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △14,396,465 △13,751,796 △1,987 8,249,724

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
66,425 66,425 33,272 22,745,919

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩（千円）    －

当期純損失（千円）    △14,396,465

自己株式の取得（千円）    △31

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

事業年度中の変動額合計

（千円）
△29,773 △29,773 △33,272 △14,459,543

平成19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 － 8,286,376
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

 当社は、第18期590百万円、第19期918百万円、第20期

1,861百万円と継続して大幅な営業損失を計上しておりま

す。当事業年度においては多額の貸倒引当金を計上したた

め、当期純損失は14,396百万円にのぼりました。当事業年

度においては、現金及び現金同等物の金額(1,195百万円)

が前事業年度末(15,963百万円)に比べて著しく減少してお

ります。当該状況を総合的に鑑みて、当社には継続企業の

前提に関する疑義が存在しております。

　このような状況から早急に脱却するために、当社では中

期事業計画(平成20年３月期から平成22年３月期)を策定し、

当該計画の達成に向けて邁進する所存です。

・営業損益および営業キャッシュフローへの対応

　営業では１人あたりの生産性を重視してまいります。営

業研修部を新設して個人のスキルアップをはかり、全国55

ある店舗(平成19年３月末現在)よりスクラップ・アンド・

ビルドを積極的に行います。新たに導入した事業部制では

買取・直販体制を構築させ、社内流通量を10,000台に増加

し陸送費、オークション仕入れ手数料の削減を強化するこ

と、そしてより地域に密着した営業、機動的なマーケティ

ングを遂行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化

　第20期におきましては広告宣伝費が802百万円増加いた

しましたが、費用対効果を徹底的に検証してまいります。

本社家賃の見直し(移転含む)など経費圧縮に努め、持分法

適用会社である株式会社オートサーバー株式の売却を早期

に実現させ、当社の財務強化、安定に努めてまいりま

す。

　なお、第21期の資金収支の予想、および今後確保すべき

運転資金につきましては、子会社からの借入、当社保有株

式・不動産の売却、担保不動産の売却、およびエクイティ・

ファイナンス等の実施により4,918百万円を調達してまい

ります。詳細は、下記資金繰り総括表をご参照ください。

  当社は、前事業年度において営業損失1,861百万円、前

事業年度当期純損失14,396百万円を計上いたしました。ま

た、前事業年度末における現金及び現金同等物の金額が

1,195百万円となっており、前々事業年度末の現金及び現

金同等物の金額(15,963百万円)に比べて著しく減少してお

ります。当該状況を総合的に鑑みて、当社には継続企業の

前提に関する疑義が存在しております。

  このような状況から早急に脱却するために、当社では中

期事業計画(平成20年３月期から平成22年３月期)を策定し、

当該計画の達成に向けて邁進する所存です。

・営業損益および営業キャッシュフローへの対応

　営業では１人あたりの生産性を重視しております。営業

研修部を新設して個人のスキルアップをはかり、全国55あ

る店舗(平成19年３月末現在)よりスクラップ・アンド・ビ

ルドを積極的に行います。新たに導入した事業部制では買

取・直販体制を構築させ、社内流通量を10,000台に増加し

陸送費、オークション仕入れ手数料の削減を強化すること、

そしてより地域に密着した営業、機動的なマーケティング

を遂行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化

 第20期におきましては広告宣伝費が802百万円増加いたし

ましたが、費用対効果を徹底的に検証し、本社家賃の見直

し(移転含む)など経費圧縮に努め、持分法適用会社である

株式会社オートサーバー株式の売却を早期に実現させ、当

社の財務強化、安定に努めております。

　なお、第21期の資金収支の予想、および今後確保すべき

運転資金につきましては、平成19年６月12日に子会社から

借入、平成19年６月14日に当社保有株式を売却、また、平

成19年4月から6月の期間において長期保有在庫約550台を

処分したことにより、合計724百万円を運転資金として確

保いたしました。なお、当社保有株式売却における調達額

の減少(10百万円)につきましては株式売却手数料等控除に

よるものであります。また、当社は引き続き、当社保有株

式・不動産の売却、担保不動産の売却、およびエクイティ・

ファイナンス等の実施により4,194百万円を調達してまい

ります。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

 第21期資金繰り総括表

 （自　平成19年４月１日

　　　至　平成20年３月31日） 

(単位：百万円) 

項目 第21期収支予想額

 収入 支出 差引

前期繰越   1,195

経常収支 39,142 41,640 △2,498

投資等収支 2 800 △798

財務収支 ― 410 △410

当期資金不足

額
  △2,511

 

項目
資金不足額の調達

調達時期 数量(株) 調達額

当社保有株式

売却
 平成19年６月 360 66

子会社からの

借入
 平成19年６月  100

 

担保不動産

売却

 

 平成19年７月  217

担保不動産

売却

 

 平成19年７月  460

 

貸付金回収
 平成19年７月  60

 

当社保有株式

売却

 

 平成19年７月 8,848 1,170

エクイティ

ファイナンス

等

 平成19年７月  2,000

当社保有不動

産売却
 平成19年９月  200

担保株式売却

 
 平成19年９月 48,800 2

担保株式売却

 
 平成19年９月 280,000 209

担保株式売却  平成19年９月 93,440 4

差入保証金

返還
 平成19年９月  80

商品在庫圧縮  随時  350

  調達金額の合計 4,918

 第21期資金繰り総括表 

（自　平成19年４月１日 

　　 至　平成20年３月31日）  

   (単位：百万円) 

項目 第21期収支予想額

 収入 支出 差引

前期繰越   1,195

経常収支 39,142 41,640 △2,498

投資等収支 2 800 △798

財務収支 ― 410 △410

当期資金不足

額
  △2,511

   

項目
資金不足額の調達

調達時期 調達予定額 調達実施額

当社保有株式

売却
 平成19年６月 66 56

子会社からの

借入
 平成19年６月 100 100

 

担保不動産

売却

 

 平成19年７月 217 ―

担保不動産

売却

 

 平成19年７月 460  ―

 

貸付金回収
 平成19年７月 60   ―

 

当社保有株式

売却

 

 平成19年７月 1,170  ―

エクイティ

ファイナンス

等

 平成19年７月 2,000   ―

当社保有不動

産売却
 平成19年９月 200   ―

担保株式売却

 
 平成19年９月 2  ―

担保株式売却

 
 平成19年９月 209  ―

担保株式売却  平成19年９月 4   ―

差入保証金

返還
 平成19年９月 80   ―

商品在庫圧縮  随時 350 568

 合計  4,918 724
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

 当該計画および資金調達の実行・達成により、継続企業

の前提に関する重要な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記の重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。

　当該計画および資金調達の実行・達成により、継続企業

の前提に関する重要な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記の重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。
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(5）重要な後発事象

子会社の異動(株式取得) 

１．子会社化の理由 

　　中古自動車の買取・販売事業を運営する当社は、インターネットオークションの運営やエスクローサービ

　スの管理システムを開発、運営する株式会社レジラのノウハウを、当社の自動車流通事業に取り込み、新規

　事業の拡充および商品管理の向上とのシナジー効果を期待するものであります。 

２．異動する子会社の概要

　　①商号　株式会社レジラ　　

　　②代表者　代表取締役　臼沢　弘基　　

　　③本店所在地　東京都中央区本石町４-４-11　　

　　④設立年月日　平成13年７月　　

　　⑤主な事業の内容　コンピューター通信システムを利用した自動車販売仲介業　　

　　⑥資本金　283,650千円(発行済株式数：14,440株)　　

３．取得の概要 

　　株式会社レジラの有する第三者債務285,100千円を当社が取得しておりましたが、同社は平成19年５月10

　日、資本金を100%減資いたしました。次に、当社を割当先とする第三者割当増資(デッドエクイティスワッ

　プ)を行い、当社は平成19年７月５日、普通株式28,510株(１株につき10,000株)を引受け、100%子会社化い

　たしました。 

４．取得後の所有株式の状況

 異動日 株式 所有割合

異動前の所有株式数 － 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－

取得株式数  平成19年７月５日  28,510株  100.00%

異動後の所有株式数 －  28,510株   100.00%

５．今後の予定 

　　株式会社レジラの子会社化に伴い、インターネット・オークションサイトを通じた中古車流通モデルを構

　築するため、引続き両者にて協議する予定でございます。当社は、可及的速やかに株式会社レジラへ役員を

　派遣し、このモデルを構築するための具体的作業に入ります。 

６．業績に与える影響 

　　当社の2008年３月期に与える影響は軽微であります。　
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