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（百万円未満切捨て） 

１．19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）経営成績                          （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％
4,873  △4.9 
5,123  11.4 

百万円   ％
181  54.5 

  117 △48.1 

百万円   ％ 
217  29.5 

  168 △38.3 

百万円   ％
116  27.5 
  91 △41.7 

19年３月期 10,079   －  530   － 625   －    360   － 

 
 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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭
5,671 63 
4,448 01 

円 銭
－ －
－ －

19年３月期 17,489 96 － －

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期    － 百万円  18年９月中間期   － 百万円  19年３月期   － 百万円 
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
5,355 
5,182 

百万円
3,515 
3,181 

％ 
65.6 
61.4 

円 銭
170,501 48 
154,311 05 

19年３月期 5,485 3,450 62.9 167,349 50 

(参考) 自己資本 19年９月中間期 3,515百万円  18年９月中間期 3,181百万円  19年３月期 3,450百万円 

 
（３）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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
58 

△158 

百万円
△10 
△66 

百万円 
△72 
69 

百万円
575 
625 

19年３月期 253 △82 △351 601 

 
 
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 

 
19年３月期 

円 銭 
－ － 

円 銭
－ －

円 銭
－ －

円 銭
2,500 00

円 銭
2,500 00

20年３月期（実績）  － － 1,500 00 － － － －

20年３月期（予想）  － －  － －  － － 1,500 00
3,000 00

 

 
 
３．20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
                                     （％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 １株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通  期 10,623  5.4 633  19.5 690  10.3 400  11.2 19,441 79 
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４．その他 
（１）中間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（中間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、18ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧く 

ださい。〕 
 

（２）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９月中間期 20,616株 18年９月中間期 20,616株 19年３月期 20,616株 
② 期末自己株式数   19年９月中間期   －株 18年９月中間期   －株 19年３月期   －株 
 
（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご 

覧ください。 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  （将来に関する記述等についてのご注意） 

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。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の３ページから９ページを参照 

して下さい。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 当中間期におけるわが国経済は、堅調な輸出を背景に輸出関連企業などで収益改善が見られ、設備投資も底

堅く推移するなど、全般的には回復基調が持続いたしました。一方では、原油や素材価格が高騰し、個人消費

も力強さに欠ける状況にあるなか、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安など、景気の先行

きには失速懸念が広がっております。 

カー用品市場におきましては、新車の販売台数の低迷、ガソリン価格高騰の長期化によるユーザーの車に対

する維持費の削減意識の影響、主力商品であるカーエレクトロニクス部門の価格競争の激化等、極めて厳しい

環境を強いられました。 

このような状況のなかで当社は、車検や板金塗装を含む整備関連、オーディオを始めとする各種カスタマイ

ズ需要の開拓、新車・中古車販売事業の拡充、徹底した接客販売によるＣＳ（顧客満足）の向上による価格に

左右されない販売力の強化等、競合他社との差別化に努めながら業績の向上を図ってまいりました。 

しかしながら、前述のとおりカー用品販売の事業環境が厳しかったことから、当中間期の売上高につきまし

ては4,873,583千円（前年同期比4.9%減）と減収となりました。一方、利益面につきましては営業利益181,546

千円（同54.5%増）、経常利益217,754千円（同29.5%増）、中間純利益116,926千円（同27.5%増）と増益とな

りました。なお、当中間期の営業利益・経常利益・中間純利益がそれぞれ前中間期に比べ増加している要因と

して、平成18年４月に開設したスーパーオートバックス大宮バイパスの初期費用の計上が影響しております。 

また、オートバックスポイントアップカード会員に付与したポイントについて、従来は会員の使用時に売上

値引処理をしておりましたが、当中間期において、将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」とし

て30,582千円計上いたしました。これによる損益への影響額については、「４．中間財務諸表 (5) 中間財務

諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 

 通期の見通しにつきましては、冬期商戦において全社一丸となり、カー用品販売業の原点であるタイヤ販売 

の更なる強化に努めていくほか、ユーザーの燃料消費効率向上に関連する商品への関心が高まるなか、自社の 

オリジナルブランド商品「フューエルバンクＥＶＯⅡ」を広告媒体を通じた認知度アップによる販路の拡大を 

積極的に行うなど、通期の予想数値達成に向けて全力を尽くしてまいる所存であります。 

なお、通期の見通しは前回公表どおり、売上高10,623,000千円（前年同期比5.4%増）、営業利益633,850千 

円（同19.5%増）、経常利益690,000千円（同10.3%増）、当期純利益400,812千円（同11.2%増）を見込んでお 

ります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

  当中間期末における総資産は、前期末に比べ129,856千円減少し、5,355,646千円となりました。 

これは主に、たな卸資産が78,788千円増加したことに対して、現金及び預金36,132千円、未収入金110,061

千円及び差入保証金40,397千円などが減少したためであります。 

  負債については、前期末に比べ194,838千円減少し1,840,587千円となりました。 

これは主に、買掛金50,220千円、未払法人税等127,463千円及び賞与引当金34,949千円などが減少したため

であります。 

    純資産については、前期末に比べ64,981千円増加し3,515,058千円となりました。 

これは主に、中間純利益の計上116,926千円に対して、剰余金の配当51,540千円があったためであります。 

 

 当中間期のキャッシュ・フローの状況 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ25,082千円減少し、当中

間期末には575,969千円となりました。 

 当中間期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間期において営業活動の結果得られた資金は、58,030千円となりました。 

これは主に、税引前中間純利益203,908千円の計上、未収入金の減少額110,061千円及び差入保証金の家賃 

相殺額50,164千円等に対して、たな卸資産の増加額78,788千円及び法人税等の支払額217,613千円などあっ 

たためであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間期において投資活動の結果使用した資金は10,902千円となりました。 

これは主に、子会社株式の取得による支出15,000千円等があったためであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間期において財務活動の結果使用した資金は72,210千円となりました。 

これは主に、短期借入金の増加額100,000千円に対して、長期借入金の返済による支出119,562千円及び配 

当金の支払額51,540千円があったためであります。 

 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(%) 62.8 60.5 61.4 62.9 65.6 

時価ベースの自己資本比率(%) 134.7 123.8 83.5 62.4 72.4 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率(年) 
－ 7.7 － 3.0 6.5 

インタレスト･ガバレッジ･レ

シオ(倍) 
－ 12.2 － 14.8 8.4 

 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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト･ガバレッジ･レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※ 各指標はいずれも財務数値により算出しております。 

※ 有利子負債は、貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債 

を対象としております。 

※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書（中間キャッシュ・フロー計算書）に計上 

されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

※ キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２ 

倍にしております。 

 ※ 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。 

※ 平成18年３月期（中間）及び平成19年３月期（中間）のキャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)及びインタ 

レスト･ガバレッジ･レシオ（倍）は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、利益配分は企業にとって最も重要な政策の一つと考え、安定的な配当の維持を基本方針としつつ、 

業績の進展状況並びに企業体質強化等を総合的に勘案のうえ慎重に決定していく所存であります。 

 これまで当社は、期末配当の年１回の配当を行うことを基本方針としておりましたが、利益還元の機会を充 

実させるため、当中間期において中間配当を実施することとし、当中間配当金は、１株当たり1,500円（前中 

間期は配当無し）とさせていただきました。なお、期末配当金は、１株当たり1,500円（前期は2,500円）とし、 

通期では１株当たり500円増配の3,000円とさせていただく予定であります。 

  また、内部留保資金につきましては、店舗の出店、改装等の業績向上のための設備投資に充当していくこと 

としております。 
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(4) 事業等のリスク 

① 競合等について 

  当社はカー用品の小売販売を主要業務とし、現状埼玉県南部と東京都区内北部を中心に店舗展開しており 

ますが、当該カー用品市場は既に成熟市場となっており、今後、フランチャイズ法人間や同業他社のみなら 

ず、タイヤ専門店や中古カー用品及びアウトレット用品店、さらにはホームセンターや自動車メーカーの本 

格参入等、競合他社の状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② フランチャイズチェン契約による影響について 

  当社のオートバックスチェン店舗は、株式会社オートバックスセブン（以下「ＦＣ本部」という。）が運 

営するオートバックスチェンのフランチャイジーとして、カー用品等の小売業を行っており、当社は当該事 

業を主たる業務としております。 

  オートバックスチェン・システムにおいては、オートバックスチェン店舗の出店の都度、ＦＣ本部とフラ 

ンチャイジーとの間でフランチャイズチェン契約を締結する必要があります。したがいまして当社は当社の 

オートバックスチェン店舗ごとに同契約を締結しております。この契約の下では、新規出店の都度、ＦＣ本 

部に出店の承認を申請し、許諾を得る必要があります。このチェン・システムにおいてはテリトリー制のよ 

うな一定の商圏における出店の自由、またその独占の保証はなく、一方、出店地域の制限はありません。Ｆ 

Ｃ本部に加盟申請がなされた場合、各店舗の開設申請地について、地域特性及び採算性等を勘案し、出店の 

可否を決定することとされております。このため、計画どおりの出店ができない場合には、今後の当社の業 

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  また、フランチャイズチェン契約により、売上高の一定額をＦＣ本部へロイヤリティとして支払うことと 

規定されております。また、フランチャイジーは店舗の運営に必要な商品・設備・什器等をＦＣ本部もしく 

はＦＣ本部から斡旋を受けた者から仕入れるものとすると規定されていることから商品仕入高のうちＦＣ本 

部からの仕入比率が高くなっております。 

なお、当事業年度におけるロイヤリティ額は、オートバックス業態で19,775千円、スーパーオートバック 

ス業態で22,471千円、オートバックス走り屋天国セコハン市場業態で6,577千円であり、ＦＣ本部からの仕 

入比率は79.3％となっております。 

③ ＦＣ本部からの店舗の転貸借について 

  当社は、スーパーオートバックス環七王子神谷をＦＣ本部からの転貸借によって運営しております。この 

ため当社はＦＣ本部に対して賃借料を支払っております。この賃借料は、ＦＣ本部が賃貸人との間で近隣の 

取引実勢等に基づいて決定した賃借料であります。したがって賃料改定等に当たっては、ＦＣ本部との交渉 

のほか賃貸人との交渉も必要となるため、交渉が予定どおりに進展しない場合、当社業績に影響を与える可 

能性があります。 

④ 出店に関する規制等について 

  当社は店舗を出店するに際して、「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）により次の 

ような規制を受けております。これは売場面積1,000㎡超の店舗を新規出店する場合及び増床により売場面 

積が1,000㎡超の店舗になる場合に際し、騒音、交通渋滞、ゴミ処理問題等、出店近隣住民に対し生活環境 

を守る立場から都道府県又は政令指定都市が一定の審査をし、規制を行う目的で施行されたものであります。 

また、「大店立地法」と同時に成立した「改正都市計画法」において、地方自治体の裁量で出店規制地域 

が設定される等、今後の新規出店及び増床について法的規制が存在しております。 

  当社は出店計画段階から地域住民、自治体との調整を図りながら出店していく方針でありますが、上記法 

的規制等により計画どおりの出店ができない場合には、今後の当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、現在において上記の法的規制を受けている店舗はありません。 

⑤ 異常気象による影響について 

当社の販売する商品には、天候により販売数量を大きく左右される季節商品が一部含まれております。 

このため、冷夏や暖冬等の異常気象が発生した場合、季節商品の需要低下や販売時期のずれによる売上高 

の増減により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 法令遵守 

   当社は、カー用品並びに自動車関連サービスの販売会社としてトータルカーライフのサポートという社会 

的責任と公共的使命を全とうするために、平成19年３月１日に「株式会社バッファロー コンプライアンス 

コード」を制定しております。 
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  しかし、万が一役職員の故意または過失による法令に違反する行為が発生した場合、当社の業績に影響を 

与えるような損害賠償を求められる事案が発生する可能性があります。 

また、当社の保有する顧客情報は、その取り扱いについては十分注意を払っておりますが、不正行為など 

により顧客情報が外部に漏洩した場合、社会的信用が失墜し、当社の業績に影響を与える場合があります。 

⑦ 自然災害 

   当社が店舗を展開する地域において、地震、台風その他の自然災害が発生し、当該店舗が損傷、または役 

職員の死亡・負傷による欠員があった場合、売上高の減少、または原状復帰や人員の補充にかかる費用に 

よって、当社の業績に影響を与える場合があります。 

⑧ 店舗営業 

当社は、カー用品並びに自動車関連サービスを取り扱う小売店舗を営業しておりますが、店舗の営業に伴 

う廃棄物の処理、有害物の取り扱い、ピット作業における事故発生、店舗敷地内でのその他の事故の発生等 

におけるリスクがあります。これらは直接的、もしくは顧客の店舗に対する心証悪化に伴う客数減少等に 

よって、間接的に当社の業績に影響を与える場合があります。 
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２．企業集団の状況 

(1) 企業集団の状況 

当社グループは、当社及び非連結子会社１社並びに当社のその他の関係会社である㈱オートバックスセブンに

より構成されております。 

当社は、㈱オートバックスセブンが運営する「オートバックスフランチャイズチェン」のフランチャイジーと

して、一般消費者へのタイヤ・ホイール・カーエレクトロニクス・オイル・バッテリー等のカー用品の販売及び

取付サービスを主たる事業とし、道路運送車両法に基づく指定自動車整備業の認定を受けての車検・一般整備事

業のほか、中古カー用品・中古自動車の買取り及び販売等を行なっております。 

なお、当中間会計期間において、㈱ラムズインターナショナルを当社の子会社として設立いたしましたが、本

格的な営業活動を開始するに至っておらず、平成19年９月30日現在、当社の経営成績及び財政状態に与える影響

が極めて軽微であるため、連結財務諸表を作成しておりません。 

 

［事業系統図］ 

 

 

中古カー用品及び中古自動車買取 

 
一   般   消   費   者 

小売販売（カー用品、 
中古カー用品及び中古自動車） 

中古車オーク
ション 

中
古
自
動
車
仕
入 

中
古
自
動
車
売
却 

 
当   社  （フランチャイジー） 

クレジット 
業務 

包括委任 

クレジット
債権 

一括回収

㈱オートバックスセブン（フランチャイザー） 

〔その他の関係会社〕 

フランチャイズ 
チェン契約 

ロイヤリ 
ティーの支払

カー用品 
仕入 

店舗転貸借
契約 

(注1)

 
㈱ラムズインター

ナショナル 
〔非連結子会社〕

(注2)

 

 （注）１．当社が締結する店舗土地建物賃借契約物件のうち、㈱オートバックスセブンが賃借している物件を、当 

社が転借りするものであります。 

    ２．㈱ラムズインターナショナルは、自動車用品・部品の開発、製造、卸売等を主な事業内容とし、同社の 

資本の100%を当社が出資することにより、平成19年９月26日付けで設立した会社であります。 

 

(2) 関係会社の状況 

名称 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の内容 

議決権の被所
有割合（％） 

関係内容 

（その他の関係会社）      

㈱オートバックスセブン 東京都江東区 33,998

カー用品の卸、小売
及びオートバックス
グループ店舗のフラ
ンチャイズ展開 

 
24.19 

フランチャイ
ザー、商品の仕
入先及び土地建
物賃借等 

 （注）有価証券報告書を提出しております。
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

  当社の経営ビジョンは、いかなる変化にも対応できる強固な経営体質作りを目指すことであり、「カーライ

フのトータルサポーター」として常に時代を先取りし、より多くのお客様に、より満足して頂ける情報・商

品・サービスを提供していくことであります。 

このため当社では、創業時より社員に対し一貫して「接客販売による固定客づくり」を徹底し、お客様から

の様々な要望に迅速に対応することにより、販売スタッフとしての技量を磨き、自分自身を向上させていく

「接客こそ人間形成」という人材育成の信念の下に、常にＣＳ経営の質を高めていくことを当社の経営の基本

方針としております。 

なお、当社は個店採算重視による堅実経営をモットーに、性急な出店に走ることのないよう戒めており、今

後の販路の拡張については毎年１店舗程度の新店開設を中心に、着実な業績の向上に努めてまいります。 

また、経営における透明性を高めるため、タイムリーディスクロージャーやインサイダー情報の厳密な管理

に努め、株主に対する積極的なＩＲ活動を行っていくことが、今後の経営戦略上の重要な要素となることを十

分に認識し真摯に取り組んでまいる所存であります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

 当社は、企業価値の継続的向上を実現していくために、売上高の成長率と経常利益率の改善度を重要な経営 

指標としております。 

なお、売上高については単に増収のみを目標とするのではなく、販売の基本を「お客様のニーズに合わせた 

接客」に置き、商品の価格に頼らない販売により高粗利益率の確保に努めてまいります。 

 

(3) 中期的な会社の経営戦略 

 当社は、従来のカー用品販売業の枠にとらわれず、車検・一般整備事業、自動車販売及び自社ブランド商品

の開発など事業領域の拡大に努めると共に、プロショップ機能を取り込んだスーパーオートバックスの出店を

積極的に推進していくことにより、カー用品の総合小売業から「トータルカーライフサービス業」への転換を

図ることを事業戦略としております。 

 

① プロショップ機能の取り込みによるピットサービスの業容拡大 

  自動車メーカーによるカー用品の標準装着やディーラーオプション装着が進む一方で、標準的な機能性よ 

りも更に高性能を求め、チューニングやカスタマイズによりマイカーにオリジナリティーを付加したいとい 

った欲求を持つユーザーのために、当社は、「ＳＯＵＮＤ ＤＯＣＫ」や「Ｆｉｂｅｒ Ｗｏｒｋ」といっ 

た自社ブランドを立ち上げ、オリジナル技術やサービスを提供し、満足度の高いサービスをリーズナブルな 

価格で提供していくことで、サービス部門における業容拡大を図っていく考えであります。 

 

② 新車・中古車販売の推進 

  中古自動車においては買取や販売事業を推進するほか、新車においては「新車楽楽生活」（ユーザーが希 

望する新車を３年間、本体価格の最大半額で利用出来るシステム）の活用による積極的な販売推進に努めて 

まいります。 

自動車の販売事業は、販売した車にお客様が希望する用品やパーツを取り付けたり、納車後はメンテナン 

スや車検を請負うなど、カーライフ・サポーターとしてこれまで築き上げてきた基盤をフルに活用できる点 

で、当社の強みを発揮できる事業であり、カー用品販売への相乗効果も大きいことから、全店舗において販 

売することが出来る体制の確立に取り組んでまいります。 

 

③ タイヤ販売の原点回帰による競争力の再生 

カーナビゲーションなど自動車メーカーの標準装備率向上などによる、カーエレクトロニクス分野の売上 

減少傾向に対する「競争力の再生」策として、カー用品販売業の原点であるタイヤ販売のさらなる強化に取 

り組んでまいります。これは、創業以来の主力商品である「タイヤ」の販売という原点に回帰することで収 

益基盤の底固めを図ろうとするのが狙いであります。 
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④ 自社ブランド商品の開発 

当社は、ガソリン価格の高騰によるユーザーの燃料消費向上に関連する商品への関心が高まるなか、平成 

18年11月１日より販売を開始した、自動車の静電気を除去することにより内燃機関の燃焼効率を高めるため 

の商品である「フューエルバンクＥＶＯ（乗用車専用タイプ）」を始めとして、ユーザーに満足して頂ける 

自社オリジナルブランド商品の開発を意欲的に行ってまいります。 

なお、当社の中期的な事業戦略の１つである、省燃費グッズ等を中心とした当社のオリジナルブランド商 

品による業容拡大を図るため、自動車用品・部品の開発、製造、卸売等の事業を展開していくための子会社 

を平成19年９月26日付で設立いたしました。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

  当社を取り巻く環境は、内外の諸事情からみて、今後とも厳しい状況が予想されますが、当社は引き続き経 

済情勢、個人消費動向、競合他社動向等、経営環境に十分注意を払いながら、当社が経営戦略として掲げる、 

プロショップ機能の取り込みによるピットサービスの業容拡大・自動車販売の推進等の、従来のカー用品販売 

業の枠にとらわれない、「トータルカーライフサービス業」を基盤とした、成長戦略を行ってまいります。 

また、個人情報保護を始めとするコンプライアンス及びリスク管理等につきましても、担当役員・担当部署 

等を選定し、積極的に取組んでまいる所存であります。 

 

 具体的には、下記項目を対処すべき課題と認識しております。 

① 人材の確保、育成及びＣＳの更なる向上 

② 自社ブランド商品、オリジナル技術・サービスの提供 

③ 自動車販売における自社システムの確立 

④ 店舗マネジメントの高度化 

⑤ 在庫管理の徹底及び在庫回転率の向上 

⑥ 業容拡大に伴う内部統制の強化及び経営管理基盤の充実 

⑦ コンプライアンス及びリスク管理等の強化･充実 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該当事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部システムに関する基本的な 

考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

(6) その他、会社の経営上の重要な事項 

     該当事項はありません。 
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４．中間財務諸表 

(1)中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
対前中間期

比 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  646,162  582,919 619,051 

２．売掛金  387,917  520,242 506,320 

３．たな卸資産  1,480,634  1,691,161 1,612,372 

４．繰延税金資産  74,316  95,241 96,401 

５．その他  212,979  228,591 346,919 

流動資産合計   2,802,010 54.1 3,118,156 58.2 316,145  3,181,066 58.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物  503,929  456,021 479,209 

(2)その他  136,295  117,403 127,198 

計  640,225  573,425 △66,800 606,407 

２．無形固定資産  137,762  121,304 △16,457 129,533 

３．投資その他の資
産 

    

(1)繰延税金資産  72,862  85,935 79,848 

(2)差入保証金  1,336,778  1,255,558 1,295,955 

(3)その他  192,552  201,266 192,691 

計  1,602,192  1,542,759 △59,432 1,568,495 

固定資産合計   2,380,180 45.9 2,237,489 41.8 △142,690  2,304,436 42.0

資産合計  
 
5,182,191 100.0 5,355,646 100.0 173,454  5,485,503 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
対前中間期

比 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部） 
 
 

   

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  312,369  472,620 522,840 

２．短期借入金  300,000  100,000 - 

３．１年以内返予定
の長期借入金 

 239,124  198,374 230,624 

４．未払法人税等  52,592  98,215 225,679 

５．賞与引当金  126,956  126,051 161,000 

６．ポイント引当金  －  30,582 － 

７．その他 ※２ 159,574  183,336 184,776 

流動負債合計   1,190,616 23.0 1,209,180 22.6 18,563  1,324,920 24.1

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  653,791  455,417 542,729 

２．退職給付引当金  132,369  150,395 142,922 

３．役員退職慰労引
当金 

 21,550  25,225 23,375 

４．その他  2,587  369 1,478 

固定負債合計   810,298 15.6 631,407 11.8 △178,890  710,504 13.0

負債合計   2,000,914 38.6 1,840,587 34.4 △160,327  2,035,425 37.1

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   510,506 9.8 510,506 9.5 －  510,506 9.3

２．資本剰余金     

  (1) 資本準備金  485,244  485,244 485,244 

資本剰余金合計   485,244 9.4 485,244 9.1 －  485,244 8.9

３．利益剰余金     

  (1) 利益準備金  35,575  35,575 35,575 

  (2) その他利益剰余 
金 

    

    別途積立金  1,950,000  2,250,000 1,950,000 

繰越利益剰余金  199,992  234,251 468,865 

利益剰余金合計   2,185,567 42.2 2,519,826 47.0 334,259  2,454,440 44.7

株主資本合計   3,181,319 61.4 3,515,578 65.6 334,259  3,450,191 62.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評 
価差額金 

 △42 △0.0 △519 △0.0 △477  △114 △0.0

評価・換算差額
等合計 

  △42 △0.0 △519 △0.0 △477  △114 △0.0

純資産合計   3,181,276 61.4 3,515,058 65.6 333,781  3,450,077 62.9

負債純資産合計   5,182,191 100.0 5,355,646 100.0 173,454  5,485,503 100.0
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(2)中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

対前中間期
比 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,123,724 100.0 4,873,583 100.0 △250,141  10,079,577 100.0

Ⅱ 売上原価   3,219,799 62.8 2,968,709 60.9 △251,089  6,072,956 60.3

売上総利益   1,903,924 37.2 1,904,873 39.1 948  4,006,621 39.7

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  1,786,406 34.9 1,723,327 35.4 △63,079  3,475,990 34.4

営業利益   117,518 2.3 181,546 3.7 64,028  530,630 5.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  68,531 1.3 43,949 0.9 △24,581  121,725 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  17,886 0.3 7,741 0.1 △10,145  26,791 0.3

経常利益   168,163 3.3 217,754 4.5 49,591  625,564 6.2

Ⅵ 特別損失 ※３  913 0.0 13,846 0.3 12,932  913 0.0

税引前中間 
（当期）純利益 

  167,250 3.3 203,908 4.2 36,658  624,650 6.2

法人税、住民税
及び事業税  51,984  91,627 269,534 

法人税等調整額  23,565 75,549 1.5 △4,644 86,982 1.8 11,432 △5,456 264,077 2.6

中間（当期） 
純利益   91,700 1.8 116,926 2.4 25,226  360,572 3.6
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(3)中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

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 

（千円） 
510,506 485,244 485,244 35,575 1,700,000 418,732 2,154,307 3,150,059

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て （注）  250,000 △250,000 － －

剰余金の配当    （注）  △51,540 △51,540 △51,540

利益処分による役員賞与 

（注） 
 △8,900 △8,900 △8,900

中間純利益  91,700 91,700 91,700

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
   

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － 250,000 △218,739 31,260 31,260

平成18年９月30日 残高 

         （千円） 
510,506 485,244 485,244 35,575 1,950,000 199,992 2,185,567 3,181,319

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
426 426 3,150,485

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立て （注）  －

剰余金の配当    （注）  △51,540

利益処分による役員賞与 

（注） 
 △8,900

中間純利益  91,700

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△469 △469 △469

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△469 △469 30,791

平成18年９月30日 残高 

         （千円） 
△42 △42 3,181,276

（注）平成18年６月27日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

 

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
510,506 485,244 485,244 35,575 1,950,000 468,865 2,454,440 3,450,191

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て   300,000 △300,000 － －

剰余金の配当      △51,540 △51,540 △51,540

中間純利益  116,926 116,926 116,926

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
   

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － 300,000 △234,613 65,386 65,386

平成19年９月30日 残高 

         （千円） 
510,506 485,244 485,244 35,575 2,250,000 234,251 2,519,826 3,515,578

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△114 △114 3,450,077

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当      △51,540

中間純利益  116,926

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△405 △405 △405

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△405 △405 64,981

平成19年９月30日 残高 

         （千円） 
△519 △519 3,515,058
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

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 

（千円） 
510,506 485,244 485,244 35,575 1,700,000 418,732 2,154,307 3,150,059

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立て （注）  250,000 △250,000 － －

剰余金の配当    （注）  △51,540 △51,540 △51,540

利益処分による役員賞与 

（注） 
 △8,900 △8,900 △8,900

当期純利益  360,572 360,572 360,572

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 

（千円） 
－ － － － 250,000 50,132 300,132 300,132

平成19年３月31日 残高 

         （千円） 
510,506 485,244 485,244 35,575 1,950,000 468,865 2,454,440 3,450,191

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
426 426 3,150,485

事業年度中の変動額  

別途積立金の積立て （注）  －

剰余金の配当    （注）  △51,540

利益処分による役員賞与 

（注） 
 △8,900

当期純利益  360,572

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△541 △541 △541

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△541 △541 299,591

平成19年３月31日 残高 

         （千円） 
△114 △114 3,450,077

（注）平成18年６月27日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

 

(4)中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）
対前中間期比 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円）   金額（千円） 

増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・

フロー 
  

  

 

税引前中間（当期）純利益  167,250 203,908  624,650 

減価償却費  46,126 41,096  94,280 

のれん償却費  5,500 5,500  11,000 

賞与引当金の増減額

（△：減少） 
 △38,346 △34,949  △4,302 

ポイント引当金の増減額 

（△：減少） 
 － 30,582  － 

退職給付引当金の増減額

（△：減少） 
 1,246 7,473  11,799 

役員退職慰労引当金の増

減額（△：減少） 
 1,875 1,850  3,700 

受取利息及び受取配当金  △5,093 △5,593  △10,368 

支払利息  8,924 6,939  17,417 

有形固定資産除売却損  913 －  913 

差入保証金の家賃相殺額  50,172 50,164  100,336 

売上債権の増減額（△：

増加） 
 58,579 △13,922  △59,823 

たな卸資産の増減額

（△：増加） 
 △264,629 △78,788  △396,367 

未収入金の増減額（△：

増加） 
 25,037 110,061  △107,945 

仕入債務の増減額（△：

減少） 
 △36,602 △50,220  173,867 

未払消費税等の増減額

（△：減少） 
 △13,632 △8,299  5,217 

役員賞与の支払額  △8,900 －  △8,900 

その他  △341 16,057  △705 

小計  △1,920 281,860 283,780 454,770 

利息及び配当金の受取額  210 710  601 

利息の支払額  △8,955 △6,926  △17,119 

法人税等の支払額  △147,668 △217,613  △184,314 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 △158,333 58,030 216,363 253,938 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）
対前中間期比 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

金額（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 
 △12,700 21,000  △23,150 

定期預金の払戻による収

入 
 26,800 △11,300  34,000 

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △88,073 △5,394  △99,694 

差入保証金の返還による

収入 
 8,550 －  8,975 

子会社株式の取得による

支出 
 － △15,000  － 

その他  △1,425 △208  △2,990 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △66,848 △10,902 55,946 △82,860 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
   

 
 

短期借入金の増減額

（△：減少） 
 △20,000 100,000 

 
△320,000 

長期借入による収入  250,000 － 
 

250,000 

長期借入金の返済による

支出 
 △108,085 △119,562 

 
△227,647 

割賦債務の支払  △1,108 △1,108 
 

△2,217 

配当金の支払額  △51,540 △51,540 
 

△51,540 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 69,266 △72,210 △141,477 △351,404 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

（△：減少） 
 △155,915 △25,082 130,833 △180,326 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 781,378 601,051 △180,326 781,378 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高 
 625,462 575,969 △49,493 601,051 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

  （自 平成18年４月１日 

      至 平成19年３月31日）

１． 資産の評価基準及び 

評価方法 

 

（1）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、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

（1）有価証券 

 その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同      左 

 

 

 

 

 

   時価のないもの 

    同      左 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同      左 

 （2）たな卸資産 

商品 

主に売価還元法による原価

法を採用しております。 

（2）たな卸資産 

 商品 

    同      左 

（2）たな卸資産 

 商品 

同      左 

２． 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物

附属設備及び事業用定期借地

契約による借地上の建物を除

く）については定額法を採用

しております。なお、事業用

定期借地契約による借地上の

建物については、耐用年数を

定期借地期間とし、残存価格

を零とした定額法によってお

ります。 

主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物      ３～34年

構築物     ３～20年

機械及び装置  10～13年

車両運搬具   ３～６年

工具、器具及び備品    

２～20年

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物

附属設備及び事業用定期借地

契約による借地上の建物を除

く）については定額法を採用

しております。なお、事業用

定期借地契約による借地上の

建物については、耐用年数を

定期借地期間とし、残存価格

を零とした定額法によってお

ります。 

主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物      ２～60年

構築物     ２～20年

機械及び装置  10～13年

車両運搬具   ２～６年

工具、器具及び備品    

２～20年

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物

附属設備及び事業用定期借地

契約による借地上の建物を除

く）については定額法を採用

しております。なお、事業用

定期借地契約による借地上の

建物については、耐用年数を

定期借地期間とし、残存価格

を零とした定額法によってお

ります。 

主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物      ３～34年

構築物     ３～20年

機械及び装置  10～13年

車両運搬具   ３～６年

工具、器具及び備品    

       ２～20年

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これによる損益に与える影響

は軽微であります。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

  （自 平成18年４月１日 

      至 平成19年３月31日）

 

 （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の 

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま 

す。 

これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

 

 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま 

す。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づいております。また、事

業用定期借地権については、

契約年数を基準とした定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産 

同      左 

 

(2) 無形固定資産 

同      左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売掛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勘案 

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同      左 

 

(1) 貸倒引当金 

同      左 

 

 

 

 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額のうち当中

間会計期間負担額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同      左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額のうち当期

負担額を計上しております。

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同      左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備

えるため、当社内規に基づく

中間期末要支給額を計上して

おります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同      左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備

えるため、当社内規に基づく 

期末要支給額を計上しており 

ます。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期中間決算短信（非連結） 

 

 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

  （自 平成18年４月１日 

      至 平成19年３月31日）

  (4) ポイント引当金 

  顧客に付与されたポイント

の使用による売上値引発生に

備えるため、当中間会計期間

末において将来使用されると

見込まれる額を計上しており

ます。 

（追加情報） 

  従来、ポイントの使用時に

売上値引処理しておりました

が、その使用状況を把握する

管理システムが確立されたこ

とに伴い、当中間会計期間か

ら「ポイント引当金」として

計上することとしておりま 

す。この変更により、当中間

会計期間末のポイント残高に

対する当期負担額16,736千円

は売上高より控除し、前事業

年度末のポイント残高に対す

る前期負担額13,846千円は前

期損益修正損として特別損失

に計上しております。この結

果、従来と同一の方法によっ

た場合と比較し、売上高、営

業利益及び経常利益はそれぞ

れ16,736千円減少し、税引前

当期純利益は30,582千円減少

しております。 

 

４．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    同      左 

５．中間キャッシュ・フ 

ロー計算書（キャッ 

シュ・フロー計算書） 

における資金の範囲 

 

手許現金、随時引き出し可能

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。 

同      左    同      左 

６．その他中間財務諸表 

（財務諸表）作成のた 

めの基本となる重要な 

事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同      左 

(1）消費税等の会計処理 

同      左 
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(6) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

（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3,181,276千円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

  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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は3,450,077千円であります。 

なお、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、財務諸表等規則の

改正に伴い、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

 （表示方法の変更） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

１．前中間会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フ 

ローの「営業権償却費」として掲記されていたものは、当中間

会計期間より、改正後の中間財務諸表規則に基づき、「のれん

償却費」と表示しております。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増減額」

は、前中間会計期間は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「未収入 

金の増加額」は20,400千円であります。 
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(7) 中間財務諸表に関する注記事項 

 ａ 中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書に関する 

注記事項等 

 （中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                          507,751 千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                          590,484 千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

552,904 千円

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相 

殺のうえ、金額的重要性が乏しいた 

め、流動負債の「その他」に含めて表 

示しております。 

※２消費税等の取扱い 

同      左 

 

 

 

 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

  （自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息             5,045 千円 

受取手数料      21,800 千円 

受取協賛金等        30,023 千円 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息             5,530 千円

受取手数料      18,654 千円

受取協賛金等         9,556 千円

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息           10,303 千円

受取手数料     39,083 千円

受取協賛金等       46,332 千円

※２ 営業外費用のうち主なもの 

  支払利息             8,924 千円 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

  支払利息             6,939 千円

※２ 営業外費用のうち主なもの 

  支払利息           17,417 千円

※３ 特別損失のうち主なもの 

    固定資産除却損       913 千円 

※３ 特別損失のうち主なもの 

前期損益修正損   13,846 千円

※３ 特別損失のうち主なもの 

    固定資産除却損      913 千円

４ 減価償却実施額 

    有形固定資産     43,397 千円 

    無形固定資産      8,228 千円 

４ 減価償却実施額 

    有形固定資産     38,367 千円

    無形固定資産      8,228 千円

４ 減価償却実施額 

    有形固定資産    88,822 千円

    無形固定資産       16,457 千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（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 

 前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加株式

数（株） 

当中間会計期間減少株式

数（株） 

当中間会計期間末株式数

（株） 

発行済株式     

  普通株式        20,616 － －         20,616 

合計            20,616 － －             20,616 

自己株式     

  普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

     ２．配当に関する事項 

     (1) 配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 51,540 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

  該当事項はありません。 

 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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 

 前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加株式

数（株） 

当中間会計期間減少株式

数（株） 

当中間会計期間末株式数

（株） 

発行済株式     

  普通株式        20,616 － －         20,616 

合計            20,616 － －             20,616 

自己株式     

  普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

     ２．配当に関する事項 

     (1) 配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円) 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 51,540 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月９日 

取締役会 
普通株式 30,924 利益剰余金 1,500 平成19年９月30日 平成19年12月11日 
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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） 

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 

 前事業年度末株式数 

（株） 

当事業年度増加株式数

（株） 

当事業年度減少株式数

（株） 

当事業年度末株式数 

（株） 

発行済株式     

  普通株式        20,616 － －         20,616 

合計            20,616 － －             20,616 

自己株式     

  普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

     ２．配当に関する事項 

     (1) 配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 51,540 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 51,540 利益剰余金 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（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中間期末残高と 

中間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貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 646,162 千円 

預入期間が３ヶ月を  

超える定期預金 △20,700 千円 

現金及び現金同等物 625,462 千円 

  

 
現金及び預金勘定 582,919 千円 

預入期間が３ヶ月を  

超える定期預金 △6,950 千円 

現金及び現金同等物 575,969 千円 

  

 
現金及び預金勘定 619,051 千円 

預入期間が３ヶ月を  

超える定期預金 △18,000 千円 

現金及び現金同等物  601,051 千円 
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ｂ リース取引 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 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 

 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 

 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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械及び装置 266,317 104,809 161,508 

ソフトウェア 5,306 442 4,864 

工具、器具及
び備品 

280,208 127,815 152,393 

合計 551,833 233,067 318,766 

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 226,163 103,681 122,482

ソフトウェア 5,306 1,503 3,803

工具、器具及
び備品 

247,679 141,887 105,791

合計 479,149 247,072 232,077

  

  

 

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)

機械及び装置 226,163 85,841 140,322

ソフトウェア 5,306 972 4,333

工具、器具及
び備品 

247,679 119,815 127,864

合計 479,149 206,629 272,520
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内          86,545 千円 

１年超 238,637 千円 

合計 325,182 千円 
  

 
１年内 68,485 千円

１年超 170,151 千円

合計 238,636 千円
  

 
１年内 75,989 千円

１年超         203,146 千円

合計         279,135 千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 
 

支払リース料   49,348 千円 

減価償却費相当額   45,705 千円 

支払利息相当額    4,320 千円 
  

 
支払リース料 43,823 千円

減価償却費相当額 40,443 千円

支払利息相当額 3,324 千円
  

 
支払リース料 99,306 千円

減価償却費相当額 91,951 千円

支払利息相当額   8,231 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 (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 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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 同左 
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ｃ 有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 

取得原価 

（千円） 

中間貸借

対照表計

上額 

（千円） 

差額 

（千円）

取得原価

（千円）

中間貸借

対照表計

上額 

（千円）

差額 

（千円）

取得原価 

（千円） 

貸借対照

表計上額 

（千円） 

差額 

（千円）

(1)株式 2,540 2,468 △72 2,540 1,659 △881 2,540 2,346 △194

(2)債券 － － － － － － － － －

(3)その他 － － － － － － － － －

合計 2,540 2,468 △72 2,540 1,659 △881 2,540 2,346 △194

 

     ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
 －  15,000  － 

 

ｄ デリバリティブ取引 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

     当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

ｅ 持分法損益等 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

        当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

ｆ ストック・オプション等 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

    前中間会計期間において、ストック・オプションを付与しなかったため、該当事項はありません。 

   当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

    当中間会計期間において、ストック・オプションを付与しなかったため、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

    前事業年度において、ストック・オプションを付与しなかったため、該当事項はありません。 

 

  ｇ 企業結合等 

    該当事項はありません。 
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ｈ １株当たり情報 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（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 154,311円05銭 170,501円48銭 167,349円50銭

１株当たり中間（当期）純利益金額 4,448円01銭 5,671円63銭 17,489円96銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 

純利益金額 

 潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載し

ておりません。 

同左  潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載し

ておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額  

中間（当期）純利益（千円） 91,700 116,926 360,572

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） (－) (－)            (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
91,700 116,926 360,572

期中平均株式数（株） 20,616.00 20,616.00 20,616.00

  

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 

純利益金額（円） 
 

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株予約権） (－) (－) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

平成17年６月24日定時株主総

会決議によるストックオプ

ション（株式の数 547株） 

平成17年６月24日定時株主総

会決議によるストックオプ

ション（株式の数 515株） 

平成17年６月24日定時株主総

会決議によるストックオプ

ション（株式の数 536株） 

 

ｉ 重要な後発事象 

    該当事項はありません。 
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５．仕入及び販売の状況 

(1)商品仕入実績 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

品目 

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

カーエレクトロニクス 1,297,348 37.2 1,053,846 35.0 2,082,415 32.2 

タイヤ・ホイール 456,707 13.1 350,687 11.7 1,059,296 16.4 

車内用品・車外用品 497,430 14.3 430,965 14.3 968,908 15.0 

カースポーツ・モーターサイクル 419,962 12.0 497,837 16.5 842,742 13.0 

ピット・サービス工賃 104,712 3.0 111,980 3.7 201,598 3.1 

オイル・バッテリー 138,534 4.0 146,512 4.9 266,163 4.1 

中古カー用品 51,304 1.5 50,593 1.7 88,832 1.4 

自動車 518,369 14.9 365,717 12.2 957,657 14.8 

合計 3,484,369 100.0 3,008,140 100.0 6,467,614 100.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．各品目の主な内容は、次のとおりであります。 

品目 主な内容 

カーエレクトロニクス 
カーナビゲーション、カーＴＶ、ＤＶＤ・ＣＤ・ＭＤプレーヤー、スピーカー、

アンプ、接続具等 

タイヤ・ホイール 夏用タイヤ、冬用タイヤ、アルミ・スチールホイール 

車内用品・車外用品 チャイルドシート、キャリア、チェーン、車内アクセサリー等 

カースポーツ・モーターサイクル 

ドレスアップ用品（ステアリング、シート、ランプ等） 

チューンナップ用品（エアロパーツ、マフラー、サスペンション等） 

二輪用品 

ピット・サービス工賃 オイル交換、タイヤ交換、各種用品取付・整備工賃 

オイル・バッテリー 国産・輸入エンジンオイル、国産車用・外車用バッテリー 

中古カー用品 カーエレクトロニクス、タイヤ・ホイール及びカースポーツの中古品等 

自動車 新車及び中古自動車 
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(2)商品販売実績 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

品目 

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

カーエレクトロニクス 1,579,239 30.8 1,326,171 27.1 2,766,934 27.5 

タイヤ・ホイール 737,466 14.4 735,619 15.1 1,625,460 16.1 

車内用品・車外用品 689,026 13.4 655,036 13.4 1,400,943 13.9 

カースポーツ・モーターサイクル 491,771 9.6 675,059 13.8 1,151,036 11.4 

ピット・サービス工賃 723,329 14.1 697,483 14.3 1,392,457 13.8 

オイル・バッテリー 251,402 4.9 260,959 5.3 518,508 5.2 

中古カー用品 89,669 1.8 93,996 1.9 182,145 1.8 

自動車 561,817 11.0 445,992 9.1 1,042,090 10.3 

合計 5,123,724 100.0 4,890,319 100.0 10,079,577 100.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．上記表の当中間期の売上高には、ポイント引当金の計上による売上値引額16,736千円は含まれておりません。 

 

(3)地域別売上高 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

所在地・事業所名 

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

 オートバックス川口店 482,034 9.4 460,225 9.4 1,009,610 10.0 

 オートバックス東浦和店 313,065 6.1 280,902 5.7 586,067 5.8 

 オートバックス北浦和店 485,449 9.5 439,746 9.0 896,919 8.9 

 スーパーオートバックスＴＯＤＡ 813,621 15.9 760,958 15.6 1,578,404 15.6 

埼玉県 オートバックス走り屋天国 

セコハン市場上尾店 
91,553 1.8 103,806 2.1 194,544 1.9 

 スーパーオートバックス桶川 511,630 10.0 506,644 10.4 1,024,486 10.2 

 オートバックス坂戸店 377,557 7.3 347,926 7.1 762,547 7.6 

 オートバックス２５４朝霞店 318,771 6.2 272,396 5.6 593,395 5.9 

 スーパーオートバックス 

大宮バイパス 
705,778 13.8 596,360 12.2 1,308,988 13.0 

 営業本部 － － 123,314 2.5 90,580 0.9 

 小計 4,099,463 80.0 3,892,280 79.6 8,045,544 79.8 

東京都 オートバックス環七板橋店 441,906 8.6 405,309 8.3 855,151 8.5 

 スーパーオートバックス 

環七王子神谷 
582,355 11.4 592,730 12.1 1,178,881 11.7 

 小計 1,024,261 20.0 998,039 20.4 2,034,032 20.2 

 合計 5,123,724 100.0 4,890,319 100.0 10,079,577 100.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記表の当中間期の売上高には、ポイント引当金の計上による売上値引額16,736千円は含まれておりません。 
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