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（百万円未満切捨て） 
１．平成 20年 3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 

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％ 

2,172 8.3 59 652.9 58 584.1 16 － 19 年 9月中間期 
18 年 9月中間期 2,005 3.8 7 △84.5 8 △83.1 △32 － 
19 年 3月期   4,136 － △17 － △17 － △54 － 

 

 
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 

  円 銭  円 銭 

947 45 944 54 19 年 9月中間期 
18 年 9月中間期 △1,914 99  － 
19 年 3月期 △3,189 

 
80 

 
 
 

－ 
 (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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

1,718 732 42.6 43,128 25 19 年 9月中間期 
18 年 9月中間期 1,894 738 39.0 43,455 54 
19 年 3月期 1,813 

 
716 

 
39.5 

 
42,180 

 
81 

 (参考) 自己資本   19 年 9月中間期 732百万円  18年 9月中間期 738 百万円  19 年 3月期 716 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          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 

191 19 △108 441 19 年 9月中間期 
18 年 9月中間期 － － － － 
19 年 3月期 － － － － 

（注）平成 20年 3 月期から当社は非連結での開示を行っておりますので、平成 19年 3 月期中間及び平成 19年 3月期に
つきましては、連結キャッシュ・フローの状況を参考情報として記載しております。 

 ＊参考情報 

   
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月中間 
連結会計期間 △18 △21 102 426 
19 年 3月期 
連結会計期間 13 △22 2 357 

 
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 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 3月期 
○年○月期 

－ － － － 0 00 

20 年 3月期 － － － － 

20 年 3月期（予想） － － － － 
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３．平成 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 4,247 2.6 128 － 127 － 57 － 3,354 91 
 
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、22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」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16,990 株 18 年 9月中間期16,990 株 19 年 3月期 16,990株 
②期末自己株式数         19 年 9月中間期   －株 19 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、30 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 

この資料に記載されている業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており

ます。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績とは異なる場合があります。従いまし

て、この業績予想に全面的に依存して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。 
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１．経営成績 
（１） 経営成績に関する分析 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、緩やかな回復基調で推移したものの、原油価格の高

騰や米国経済の減速の影響もあり、景気の先行きに不透明感が増している状況にあります。 
このような状況のなか、当社の属する中古カー用品市場は順調に拡大しております。 
当中間会計期間において当社は、「アップガレージ」で直営店からフランチャイズ店への転換が

１店、直営店の不採算店舗の閉店が１店、フランチャイズ店の閉店が１店ありました。「アップガ

レージ ライダース」では、フランチャイズ店の閉店が１店あり、「アップガレージ ホイールズ」

においては、フランチャイズ店１店の出店がありました。 
これにより、当中間会計期間における店舗数は、「アップガレージ」64 店（内フランチャイズ

49 店）、「アップガレージ ライダース」13 店（内フランチャイズ 12 店）並びに「アップガレー

ジ ホイールズ」4 店（内フランチャイズ 2 店）となり直営店、フランチャイズ店あわせた合計

店舗数は 81 店舗となりました。 
 
当中間会計期間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 期末店舗数合計 
業態 

直営店 FC 店 直営店 FC 店 直営店 FC 店 合計 

ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞ － 1(1) 2(1) 1 15 49 64 

ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞ ﾗｲﾀﾞｰｽ － － － 1 1 12 13 

ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞ ﾎｲｰﾙｽﾞ － 1 － － 2 2 4 

合 計 － 2(1) 2(1) 2 18 63 81 

(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。 

    
   以上の結果、当中間会計期間においては、売上高 2,172,953 千円（対前年同期比 8.3%増）とな

りました。利益面では、営業利益 59,047 千円（対前年同期比 652.9%増）、経常利益 58,167 千円（対

前年同期比 584.1%）となりました。また、特別損失として、不採算店舗の閉店に伴う店舗閉店損

失、貸倒引当金繰入等の発生があったことから、中間当期純利益は 16,097 千円（前年同期は 32,524
の中間純損失）となりました。 

 
  （通期の見通し）  

中古品・リユース品市場は今後も拡大が見込まれますが、販売競争も一段と厳しくなることが予

想され、原油価格の高騰等から個人消費の低迷が懸念されます。下期においては、各店舗における

販売の質を向上させるべく、店舗人員の増員、スタッフ教育を積極的に行います。また、商品の仕

入れにおいても、店頭仕入れのみならず、PC、携帯電話を活用した買取査定を積極的に行い、競合

他社との差別化を行ってまいります。 
以上の結果、今期の見通しにつきましては、売上高 4,247 百万円（対前年同期 2.6%増）。営業利

益 128 百万円（前期は営業損失 17 百万円）、経常利益 127 百万円（前期は経常損失 17 百万円）、

当期純利益は 57 百万円（前期は当期純損失 54 百万円）を予想しております。 
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（２） 財務状態に関する分析 
① 資産、負債、純資産の状況 

当中間会計期間末の資産合計につきましては、前事業年度末に比べ 95,609 千円減少し

1,718,080千円となりました。これは主として、現金及び預金103,254千円の増加、売掛金48,168
千円の増加、商品 122,732 千円減少、店舗譲渡および不採算店舗の閉店に伴う有形固定資産

12,729 千円、敷金及び保証金 15,365 千円減少によるものです。 
負債合計は、前事業年度末に比べ 111,706 千円減少し、985,331 千円となりました。これは

主として、借入金の返済により 96,432 千円減少したことによるものです。 
純資産合計は、前事業年度末に比べ 16,097 千円増加し、732,749 千円となりました。これは

主として、中間純利益 16,097 千円を計上したことによるものです。 
 

② キャッシュ・フローの状況 
当中間会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、441,996 千円となりま

した。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は、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） 
     当中間会計期間末において、営業活動の結果、増加した資金は 191,142 千円であります。こ

れは、税引前中間純利益 31,801 千円を計上したことに加え、減価償却費 25,514 千円、たな卸

資産の減少 122,732 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。 
 
     （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
     当中間会計期間末において、投資活動の結果、増加した資金は 19,275 千円であります。こ

れは、店舗譲渡および不採算店舗の閉店に伴う敷金保証金等の返還収入 13,230 千円、店舗譲

渡に伴う有形固定資産売却による収入 6,737 千円、ソフトウェア無形固定資産の取得による

5,534 千円によるものが要因となっております。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当中間会計期間末において、財務活動の結果、支出した資金は 108,971 千円であります。こ

れは、短期借入金 27,000千円及び長期借入金 69,432千円の返済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とおりであります。 

 平成 19 年 3 月期 
 中間 
自己資本比率（％） 42.6 
時価ベースの自己資本比率（％） 38.4 
債務償還年数（年） 3.8 
インタレスト・カバレッジ・レシ

オ 
20.7 
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＊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 

１．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的方針及び当期の配当 

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中間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 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。 
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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 9 月 30 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） 
15 店舗 49 店舗 64 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 12 店舗 13 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 2 店舗 4 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、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

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 9 月 30 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）       31 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）        22 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
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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 9 月 30 日における当社組織は、取締役 3 名、監査役 2 名、従業員 87 名及び臨時

従業員 59 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。 
 

C 受入出向者の状況について 
平成 19 年 9 月 30 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 
 旭川永山店 5 人 ㈲青嵐 当社に対する営業支援 
 札幌新発寒店 9 人 ㈲青嵐 当社に対する営業支援 
 福岡博多店 8 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 5 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
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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 9 月 30 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。 
 

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。 
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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 8 期 第 9 期 

平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 
決算年月 

期末 中間 

総資産額（A） 1,813,689 1,718,080 

借入金及び社債（B） 844,688 741,256 

（B）／（A） 46.6% 43.1% 

（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、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 9 月 30 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 
当社は自社直営及びフランチャイズ方式にて、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」を経営展開しております。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。 
フランチャイズ各店からは、新規加盟に伴う加盟金収入、販売金額に応じたロイヤリティ収入等が

あります。 

 
３．経営方針 
（１） 会社の経営の方針 

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。 
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（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．個別中間財務諸表 
（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年9月30日現在） 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

（平成19年3月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金  436,863  465,733  362,479  

２．売掛金  183,491  237,020  188,852  

３．商品  662,028  469,152  591,884  

４．その他  106,965  105,020  119,126  

貸倒引当金  △988  △20,565  △1,970  

流動資産合計  1,388,361 73.3 1,256,362 73.1 1,260,372 69.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ＊1       

(１)建物  127,810  110,526  127,596  

(２)工具器具備品  73,982  66,974  79,869  

(３)その他  57,691  43,550  50,896  

有形固定資産合計  259,484  221,051  258,361  

２．無形固定資産  50,208  86,141  95,297  

３．投資その他の資産        

(１)敷金保証金  164,553  146,654  163,629  

(２)その他  32,241  8,370  36,528  

貸倒引当金  －  △500  △500  

投資その他の資産合計  196,794  154,524  199,657  

固定資産合計  506,486 26.7 461,718 26.9 553,316 30.5 

資産合計  1,894,848 100.0 1,718,080 100.0 1,813,689 100.0 

        

 



 

                   ㈱アップガレージ（3311）平成 20年 3月期 中間決算短信（非連結）      

- 13 - 

 

  
前中間会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年9月30日現在） 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

（平成19年3月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金  70,621  61,877  62,740  

２．短期借入金  150,000  150,000  177,000  

３．１年以内返済予定の  

長期借入金 
 147,214  238,864  138,864  

４．賞与引当金  10,189  14,306  7,846  

５．その他 ＊2 157,191  127,914  141,019  

流動負債合計  535,216 28.2 592,961 34.5 527,470 29.1 

Ⅱ 固定負債        

１．社債  14,000  －  7,000  

２．長期借入金  577,256  338,392  507,824  

３．その他  30,067  53,977  54,743  

固定負債合計  621,323 32.8 392,369 22.9 569,567 31.4 

負債合計  1,156,539 61.0 985,331 57.4 1,097,037 60.5 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金  268,330 14.2 268,330 15.6 268,330 14.8 

２．資本剰余金        

(１)資本準備金  287,225  287,225  287,225  

資本剰余金合計  287,225 15.2 287,225 16.7 287,225 15.8 

３．利益剰余金        

(１)その他利益剰余金        

特別償却準備金  316  115  316  

繰越利益剰余金  182,437  177,078  160,780  

利益剰余金合計  182,754 9.6 177,194 10.3 161,096 8.9 

株主資本合計  738,309 39.0 732,749 42.6 716,651 39.5 

Ⅱ 評価･換算差額等  － － － － － － 

純資産合計  738,309 39.0 732,749 42.6 716,651 39.5 

負債純資産合計  1,894,848 100.0 1,718,080 100.0 1,813,689 100.0 
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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） 

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 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

           

Ⅰ 売上高   2,005,538 100.0  2,172,953 100.0  4,136,284 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,058,520 52.8  1,179,707 54.3  2,236,296 54.1 

売上総利益   947,018 47.2  993,246 45.7  1,899,987 45.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   939,175 46.8  934,198 43.0  1,917,770 46.5 

営業利益又は営業損
失（△） 

  7,842 0.4  59,047 2.7  △17,782 △0.4 

Ⅳ 営業外収益 ＊1  9,322 0.5  8,214 0.4  19,371 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ＊2  8,663 0.5  9,094 0.4  19,326 0.5 

経常利益又は経常損
失（△） 

  8,502 0.4  58,167 2.7  △17,737 △0.4 

Ⅵ 特別利益 ＊3  14,231 0.7  3,880 0.2  14,516 0.3 

Ⅶ 特別損失 ＊4  53,876 2.7  30,246 1.4  78,248 1.9 

税引前中間純利益又
は税引前中間(当期)

純損失（△） 
  △31,142 △1.6  31,801 1.5  △81,469 △2.0 

法人税、住民税及び 

事業税 
 9,037   2,353   9,086   

法人税等調整額  △7,665 1,381 0.0 13,350 15,703 0.7 △36,374 △27,287 △0.7 

中間純利益又は中間
(当期)純損失（△） 

  △32,524 △1.6  16,097 0.8  △54,181 △1.3 
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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） 

（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 

当中間会計期間中の変動額        

 新株予約権の行使による

新株の発行 
570 570 570    1,140 

 中間純損失     △32,524 △32,524 △32,524 

その他    △201 201   

株主資本以外の項目の当中

間 会 計 期 間 中 の 変 動 額   

(純額) 

       

当中間会計期間中の変動額

合計 
570 570 570 △201 △32,323 △32,524 △31,384 

平成 18年 9 月 30日残高 268,330 287,225 287,225 316 182,437 182,754 738,309 

 
（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 

当中間会計期間中の変動額   

 新株予約権の行使による新株の発

行 
 1,140 

 中間純損失  △32,524 

その他   

株主資本以外の項目の当中間会計期

間中の変動額（純額） 
  

当中間会計期間中の変動額合計  △31,384 

平成 18年 9 月 30日残高 － 738,309 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   ㈱アップガレージ（3311）平成 20年 3月期 中間決算短信（非連結）      

- 16 - 

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） 
（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 19年 3 月 31日残高 268,330 287,225 287,225 316 160,780 161,096 716,651 

当中間会計期間中の変動額        

 新株予約権の行使による

新株の発行 
       

 中間純利益     16,097 16,097 16,097 

その他    △201 201   

株主資本以外の項目の当中

間会計期間中の変動額 

（純額） 

       

当中間会計期間中の変動額

合計 
   △201 16,298 16,097 16,097 

平成 19年 9 月 30日残高 268,330 287,225 287,225 115 177,078 177,194 732,749 

 
（単位：千円） 

 
評価・換算差額等 純資産合計 

平成 19年 3 月 31日残高 － 716,651 

当中間会計期間中の変動額   

 新株予約権の行使による新株の発

行 
  

 中間純利益  16,097 

その他   

株主資本以外の項目の当中間会計期

間中の変動額（純額） 
  

当中間会計期間中の変動額合計  16,097 

平成 19年 9 月 30日残高 － 732,749 

（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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 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） 
（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   

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 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）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益  31,801 

減価償却費  25,514 

その他償却費  14,989 

賞与引当金の増加額  6,459 

貸倒引当金の増加額  18,595 

受取利息及び受取配当金  △402 

支払利息  8,955 

子会社株式整理損  122 

店舗閉鎖損失  9,791 

売上債権の増加額  △48,168 

たな卸資産の減少額  122,732 

その他資産の減少額  2,564 

仕入債務の減少額  △862 

その他負債の増加額  △10,638 

小計  181,453 

利息及び配当金の受取額  402 

利息の支払額  △9,217 

法人税等の還付額  18,503 

営業活動によるキャッシュ・フロー  191,142 
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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） 

区分 
注記 
番号 

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  △1,808 

有形固定資産の取得による支出  △933 

有形固定資産の売却による収入  6,737 

無形固定資産の取得による支出  △5,534 

敷金保証金等の支払による支出  △95 

敷金保証金等の返還収入  13,230 

店舗閉店に伴う支出  △2,000 

子会社の清算による収入  9,678 

投資活動によるキャッシュ・フロー  19,275 

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（純増額）  △27,000 

長期借入金の返済による支出   △69,432 

社債の償還による支出  △7,000 

ファイナンスリース債務の返済に

よる支出 
 △3,388 

割賦購入未払金の返済による支出  △2,150 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △108,971 

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額  101,445 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  340,550 

＊１ 441,996 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 
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※参考情報 

中間連結及び連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日）

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成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） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

  

税金等調整前中間（当期）純損失 
 

△31,461 △90,670 

減価償却費 
 

28,569 61,238 

その他償却費  12,416 27,271 

賞与引当金の増加（△減少）額  758 △1,583 

貸倒引当金の増加額  546 2,028 

受取利息及び受取配当金 
 

△44 △259 

支払利息 
 

8,435 18,345 

固定資産除却損 
 

－ 190 

固定資産売却益 
 

－ △284 

減損損失 
 

17,899 17,899 

売上債権の減少額 
 

33,162 27,598 

たな卸資産の減少（△増加）額 
 

△68,523 1,133 

その他資産の減少（△増加）額 
 

△10,168 7,382 

仕入債務の増加額 
 

20,251 12,369 

その他負債の増加額 
 

20,696 26,342 

小計 
 

32,540 109,001 

利息及び配当金の受取額 
 

44 259 

利息の支払額 
 

△8,360 △17,578 

法人税等の支払額 
 

△42,710 △78,034 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

△18,486 13,647 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
 至 平成18年9月30日）

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成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） 

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 
 

△1,507 △3,305 

定期預金の戻入による収入 
 

13,000 43,003 

有形固定資産の取得による支出 
 

△9,317 △37,320 

有形固定資産の売却による収入 
 

－ 3,651 

無形固定資産の取得による支出 
 

△7,037 △14,612 

敷金保証金等の支払による支出 
 

△16,586 △16,614 

敷金保証金等の返還収入 
 

5,520 7,888 

店舗閉鎖に伴う支出 
 

△5,682 △5,682 

その他 
 

29 30 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
 

△21,580 △22,962 

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  150,000 200,000 

短期借入金の返済による支出 
 

△100,000 △123,000 

長期借入れによる収入 
 

150,144 150,033 

長期借入金の返済による支出 
 

△84,090 △161,872 

社債の償還による支出  △7,000 △14,000 

株式の発行による収入 
 

1,140 1,140 

割賦購入未払金の返済 
 

△7,822 △50,155 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
 

102,372 2,145 

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 
 

62,305 △7,168 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 
 

364,483 364,483 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間(期末)残高 ＊２ 426,788 357,314 
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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)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

①売買目的有価証券 

時価法(売却原価は、移動

平均法により算出) 

①子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法 

①売買目的有価証券 

時価法(売却原価は、移動

平均法により算出) 

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 

移動平均法による原価法    移動平均法による原価法 

(2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

時価法 同左 同左 

(3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

①商品 ①商品 ①商品 

個別法に基づく原価法を採

用しております。ただし、店

舗用消耗品につきましては、

最終仕入原価法を採用して

おります。 

同左 同左 

②貯蔵品 ②貯蔵品 ②貯蔵品 

１．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 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．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 4～ 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。 

（会計方針の変更） 

平成19年4月1日以降取得した

有形固定資産の償却方法につ

いては、平成19年度税制改正 

により導入された新たな定額

法及び定率法に変更しており

ます。 

なお、この変更による営業利

益、経常利益及び税引前中間 

純利益に与える影響額は軽微

であります。 

（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

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％相当額に到達した事業年

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。  

なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

建物及び構築物 3～45年 

機械装置 13～15年 

車両運搬具 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 
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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） 

(2)無形固定資産 (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（4～5年）に基づく定額法

を採用しております。 

同左 

３．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。 

 

 

 

(1) 新株発行費 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

(1)貸倒引当金 (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 同左 

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2)賞与引当金 

４．引当金の計上基準 

従業員の賞与支給に備えるた

め、当中間会計期間に負担すべ

き支給見込額を計上しており

ます。 

同左 従業員の賞与支給に備えるた

め、当期に負担すべき支給見込

額を計上しております。 

５．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 

(1）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 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 (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 同左 

(3）ヘッジ方針 (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 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 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

６．ヘッジ会計の方法 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので中間決

算日における有効性の評価を

省略しております。 

同左 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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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） 

７．中間キャッシュ・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か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。 

 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 ８．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 

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 同左 

 
 
 
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

る会計基準等） 

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738,309千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、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、改正後の

中間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） 

当中間会計期間から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会平成15年10

月31日）及び「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第7号）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会

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。 

 （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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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年9月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成19年9月30日現在） 

前事業年度末 
（平成19年3月31日現在） 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 

302,104千円 

 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 

338,731千円 

 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 

329,851千円 

 

＊２ 消費税等の取扱い ＊２ 消費税等の取扱い ＊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、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

同左 同左 

 ３ 債務保証   

(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

11,700千円あります。 

(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

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

39,637千円であります。 

  

 

（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 営業外収益の主要な項目及び

金額は次のとおりであります。 

受取利息     33千円 

    受取手数料 6,537千円 

＊１ 営業外収益の主要な項目及び

金額は次のとおりであります。 

    受取利息    402千円 

    受取手数料 3,599千円 

＊１ 営業外収益の主要な項目及び

金額は次のとおりであります。 

    受取利息        227千円 

    受取手数料    13,547千円 

＊２ 営業外費用の主要な項目及び

金額は次のとおりであります。 

    支払利息  8,435千円 

＊２ 営業外費用の主要な項目及び

金額は次のとおりであります。 

    支払利息  8,955千円 

＊２ 営業外費用の主要な項目及び

金額は次のとおりであります。 

    支払利息    18,345千円 

＊３ 特別利益の主要なものは、抱合 

せ株式消滅差益です。 

＊３ 特別利益の主要なものは、店舗 

譲渡益です。 

＊３ 特別利益の主要なものは、抱合

せ株式消滅差益です。 

＊４ 特別損失の主要な項目及び金

額は次のとおりであります。 

   子会社株式評価損 35,976千円 

   減損損失     17,899千円 

＊４ 特別損失の主要な項目及び金

額は次のとおりであります。 

   店舗閉店損失   9,791千円 

   貸倒引当金繰入  18,336千円 

＊４ 特別損失の主要な項目及び金

額は次のとおりであります。 

関係会社株式評価損  

50,198千円 

減損損失    17,899千円 

前期損益修正損  9,959千円 
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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） 

減損損失 

当中間会計期間において、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。 

 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。 

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 28,275千円 

無形固定資産  7,644千円 

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 26,181千円 

無形固定資産 13,137千円 

５ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 60,709千円 

無形固定資産 17,708千円 

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 

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．発行株式の種類及び総数に関する事項 
株式の種類 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） 
発行株式     

普通株式 16,990  －  －  16,990  

合計 16,990  －  －  16,990  

 
２．自己株式の種類及び総数に関する事項.配当に関する事項 

該当事項はありません。 
 
３．新株予約権及び新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 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 

(平成19年9月30日現在) 

現金及び預金勘定 465,733千円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△23,737千円

現金及び現金同等物 441,996千円
 

 
前中間会計期間及び前事業年度は中間会計期間連結キャッシュ・フロー及び事業年度連結キャッシュ・フローを

作成しておりますので、前中間会計期間及び前事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 
 

＊参考情報 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年 4月１日 

至 平成18年 9月30日） 

前連結会計期間 

（自 平成18年 4月１日 

至 平成19年 3月31日） 

＊２ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成18年9月30日現在) 

現金及び預金勘定 476,921千円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△50,133千円

現金及び現金同等物 426,788千円
 

＊２ 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19年3月31日現在) 

現金及び預金勘定 379,243千円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△21,928千円

現金及び現金同等物 357,314千円
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（リース取引関係） 
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．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、減損損失累計額相

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、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 

中間期末残

高相当額 

 千円 千円 千円 

建物 11,926 11,131 795 

機械装置 4,200 2,730 1,470 

車両運搬具 4,732 2,523 2,208 

 

 

 

取得価額相

当額 

減価償却

累計額相

当額 

中間期末残

高相当額 

 千円 千円 千円 

機械装置 4,200 3,570 630 

車両運搬

具 
4,275 3,135 1,140 

工具器具

備品 
5,008 683 4,325 

 

 

 

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)未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

   １年内      3,094千円 

   １年超        2,302千円 

    合計           5,396千円 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

   １年内      2,829千円 

   １年超        3,393千円 

合計           6,222千円 

(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   2,358千円 

   減価償却費相当額 2,085千円 

支払利息相当額   273千円 

(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   1,687千円 

   減価償却費相当額 1,530千円 

支払利息相当額   175千円 

(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 

(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 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 
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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） 

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       1,128千円 

   合計       2,257千円 

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         －千円 

   合計       1,128千円 

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） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

 
（有価証券関係） 

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） 

 該当事項はありません。 同左 同左 

 
（デリバティブ取引関係） 

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） 

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。 

 

同左 同左 

 
（持分法損益等） 

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） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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 43,128.25円 

１株当たり中間純利益金額 947.45円 

潜在株式調整後1株当たり 

中間純利益 
944.54円 

  

 

１株当たり純資産額 42,180.81円 

１株当たり当期純損失金額 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株当たり中間（当期）純利益金（△純損失）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。 

 
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(△純損失)額   

中間（当期）純利益(△純損失)（千円） 16,097 △54,181 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益(△純損失)

（千円） 
16,097 △54,181 

普通株式の期中平均株式数（株） 16,990 16,986 

   

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金

額 
  

中間（当期）純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 52 － 

（うち転換社債（株）） （ －） （ －） 

（うち新株予約権（株）） （  52） （  －） 

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） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 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6月28日清算結了 

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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５．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 
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） 

前年同期比 

 仕入高（千円） （％） 

タイヤ・アルミホイール 344,466 95.2 

カーオーディオ 
カーエレクトロニクス 

258,316 89.8 

カースポーツ用品 196,711 81.8 

その他のカー用品 168,427 129.7 

合計 967,922 94.9 

 （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 

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） 

前年同期比 
商品分類別 

売上高（千円） （％） 

タイヤ・アルミホイール 722,377 110.6 

カーオーディオ 
カーエレクトロニクス 

461,622 91.0 

カースポーツ用品 384,564 89.4 

その他のカー用品 223,308 118.5 

小計 1,791,873 101.8 

ロイヤリティ収入 146,627 120.2 

その他の収入 234,453 190.6 
フラン 
チャイ 
ズ収入 

小計 381,080 155.5 

合計 2,172,953 108.4 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 




