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平成19年12月12日 

各 位 

会 社 名 株式会社オートバックスセブン 

代表者名 代表取締役 住野 公一 

［コード番号９８３２ 東証・大証第一部］ 

問合せ先 経理担当オフィサー 住野 耕三 

ＴＥＬ （０３）６２１９－８７２８ 

 

 

 

（訂正）平成 20 年３月期 中間決算短信の一部訂正について 
 

 

 

 平成19年11月15日に開示いたしました「平成20年３月期  中間決算短信」の一部に訂正を要する箇所があり

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

訂正箇所は以下のとおりであります。 

  １ページ  半期報告書提出予定日 

１．平成19年９月中間期の連結業績(1)連結経営成績 潜在株式調整後1株当たり中間（当期） 

          純利益 

   24ページ  重要な引当金の計上基準 ポイント引当金 

  26ページ  （企業結合等関係） 

  27ページ  （１株当たり情報） 

  訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

 

 

 

 

（１ページ） 

【訂正理由】 

当社は、平成19年11月28日および同年11月30日付で公表いたしましたとおり、東京証券取引所ならびに大阪証券取引所

より「改善報告書」の提出を求められております。これに伴い法定提出期限までに発生する「重要な後発事象」を適切に平成

20年３月期半期報告書に記載するため、提出日を延期するものであります。 

 

 

【訂正前】 

半期報告書提出予定日 平成19年12月14日 

 

【訂正後】 

半期報告書提出予定日 平成19年12月27日 
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（１ページ） 

【訂正理由】 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益の計算において、平成19年10月２日繰上償還完了の新株予約権付社債に係る潜在株式数

の計算漏れがあったため、これを訂正するものです。 

 

【訂正前】 
１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 連結経営成績                                     （％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   ％

19年９月中間期 129,551 11.0 3,032 △48.8 4,817 △44.1 2,035 △59.4

18年９月中間期 116,664 2.4 5,927 △8.9 8,622 1.2 5,012 22.0

19年３月期 242,532 － 12,219 － 16,323 － 9,165 －

 

 
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

19年９月中間期 53 23 － － 

18年９月中間期 130 31 129 95 

19年３月期 239 01 238 34 

 
【訂正後】 
１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 連結経営成績                                     （％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   ％

19年９月中間期 129,551 11.0 3,032 △48.8 4,817 △44.1 2,035 △59.4

18年９月中間期 116,664 2.4 5,927 △8.9 8,622 1.2 5,012 22.0

19年３月期 242,532 － 12,219 － 16,323 － 9,165 －

 

 
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

19年９月中間期 53 23 53 08 

18年９月中間期 130 31 129 95 

19年３月期 239 01 238 34 

 
 

 

 

（24ページ） 

【訂正理由】 

記載内容の一部に一部不適切な表現があったため、これを修正するものです。 

 

【訂正前】 

重要な引当金の計上基準 

ポイント引当金 

 顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当中間連結会計期間末において顧客に付与したポイント

のうち将来利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、顧客に付与したポイントは利用時に売上値引処理しておりましたが、そのポイントの利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、期間損益の適正化および財政状態の健全化を図るため、前連結会計年度から、ポイントの

うち将来利用されると見込まれる額を売上値引処理し「ポイント引当金」として計上しております。この結果、従来の方

法によった場合と比較して、売上高、営業利益、経常利益および税金等調整前中間純利益は 358 百万円それぞれ減少して

おります。なお、ポイントの利用状況を把握する管理システムが前連結会計年度の下期に確立されたため、前中間連結会

計期間は従来の方法によっております。 
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【訂正後】 

重要な引当金の計上基準 

ポイント引当金 

 顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当中間連結会計期間末において顧客に付与したポイント

のうち将来利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、顧客に付与したポイントは利用時に売上値引処理しておりましたが、そのポイントの利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、期間損益の適正化および財政状態の健全化を図るため、前連結会計年度の下期から、ポイ

ントのうち将来利用されると見込まれる額を売上値引処理し、「ポイント引当金」として計上しております。なお、ポイン

トの利用状況を把握する管理システムが前連結会計年度の下期に確立されたため、変更前の方法によった場合と比較して、

売上高、営業利益、経常利益および税金等調整前中間純利益は358百万円、それぞれ減少しております。 

 

 

 

（26ページ） 

【訂正理由】 

一部の記載項目につき新たに明確となったため、これを追加するものです。 

 

【訂正前】 

（企業結合等関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 １．企業結合の概要 

 （1）被取得企業の名称および事業の内容 

    企業の名称 R&S PARTS AND SERVICE,INC. 

          1945 Route 23 Associates,Inc. 

    事業の内容 自動車用品小売業および自動車関連サービス事業 

 （2）企業結合を行った主な理由 

    米国事業の基盤構築のため 

 （3）企業結合日 

    平成19年５月２日 

 （4）企業結合の法的形式 

    当社連結子会社のAUTOBACS STRAUSS INC.による事業譲受け 

 （5）結合後企業の名称 

    AUTOBACS STRAUSS INC. 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

    平成19年５月２日から平成19年９月30日 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

    48,166千ＵＳドル 

 ４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(1) 資産の額 

流動資産   26,906千ＵＳドル

固定資産     23,011千ＵＳドル

 合計    49,918千ＵＳドル

 （2）負債の額 

流動負債   16,234千ＵＳドル

固定負債      1,574千ＵＳドル

  合計    17,809千ＵＳドル

５．取得原価の配分 

 当中間連結会計期間において一部の資産の時価評価が未了のため、入手可能な合理的な情報に基づき暫定的な会計処理

を行っております。このため、取得原価の配分は完了しておりません。なお、確定までの差額については、のれんに含め

て計上しております。 
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【訂正後】 

（企業結合等関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 １．企業結合の概要 

 （1）被取得企業の名称および事業の内容 

    企業の名称 R&S PARTS AND SERVICE,INC. 

          1945 Route 23 Associates,Inc. 

    事業の内容 自動車用品小売業および自動車関連サービス事業 

 （2）企業結合を行った主な理由 

    米国事業の基盤構築のため 

 （3）企業結合日 

    平成19年５月２日 

 （4）企業結合の法的形式 

    当社連結子会社のAUTOBACS STRAUSS INC.による事業譲受け 

 （5）結合後企業の名称 

    AUTOBACS STRAUSS INC. 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

    平成19年５月２日から平成19年９月30日 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

    48,166千ＵＳドル 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

    のれんの金額      16,057千ＵＳドル 

    発生原因        企業結合日において一部の資産の時価評価が未了のため、受入れた資産及び引き受けた負債 

                の額と取得原価との差額を暫定的にのれんとして処理しております。 

    償却方法及び償却期間  上記のとおり暫定処理のため、のれんの償却は行っておりません。 

 ５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(1) 資産の額 

流動資産   26,906千ＵＳドル

固定資産     23,011千ＵＳドル

  合計    49,918千ＵＳドル

 （2）負債の額 

流動負債   16,234千ＵＳドル

固定負債      1,574千ＵＳドル

  合計    17,809千ＵＳドル

６．取得原価の配分 

 当中間連結会計期間末において一部の資産の時価評価が未了のため、入手可能な合理的な情報に基づき暫定的な会計処

理を行っております。このため、取得原価の配分は完了しておりません。なお、確定までの差額については、のれんに含

めて計上しております。 

７．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及ぼす影響の 

  概算額 

   売上高          1,218百万円 

   営業利益          △84百万円 

   経常利益          △50百万円 

   中間純利益         △50百万円 

 

 （概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

  概算額の算定については、R&S PARTS AND SERVICE,INC.の平成19年４月１日から平成19年４月30日の損益計算書の数値 

  を基礎として、連結会計年度開始の日に遡って算出したものであります。 

  なお、当該注記については監査証明を受けておりません。 
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（27ページ） 

【訂正理由】 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益の計算において、平成19年10月２日繰上償還完了の新株予約権付社債に係る潜在株式数

の計算漏れがあったため、これを訂正するものです。 

 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

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） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

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） 

１株当たり純資産額 
4,283円63銭 

１株当たり純資産額 
4,385円05銭 

１株当たり純資産額 
4,394円15銭 

１株当たり中間純利益 
130円31銭 

１株当たり中間純利益 
53円23銭 

１株当たり当期純利益 
239円01銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

129円95銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益については、潜在株式が存 

在しないため記載を省略しております。

（注）２ 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

238円34銭 

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は次のとおりで

あります。 

 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）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

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）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 5,012 2,035 9,165 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
5,012 2,035 9,165 

普通株式の期中平均株式数（千株） 38,462 38,231 38,347 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
   

普通株式増加数（千株） 106 － 106 

（うち新株予約権）          (106) － (106） 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定における潜在株式数 
  ──────   ──────   ────── 

  ２．当社は、平成19年８月31日開催の取締役会において、2023年満期ユーロ円貨建転換制限条項付転換社債型転

換比率変動新株予約権付社債の繰上償還（転換請求期間満了日 平成19年９月12日、繰上償還期日 平成19

年10月５日）を決議したため、潜在株式は存在しておりません。  
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【訂正後】 

（１株当たり情報） 

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） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

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） 

１株当たり純資産額 
4,283円63銭 

１株当たり純資産額 
4,385円05銭 

１株当たり純資産額 
4,394円15銭 

１株当たり中間純利益 
130円31銭 

１株当たり中間純利益 
53円23銭 

１株当たり当期純利益 
239円01銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

129円95銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

53円08銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

238円34銭 

（注） １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は次のとおりであ

ります。 

 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）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

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）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 5,012 2,035 9,165 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
5,012 2,035 9,165 

普通株式の期中平均株式数（千株） 38,462 38,231 38,347 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
   

普通株式増加数（千株） 106 － 106 

（うち新株予約権）          (106) （－） (106） 

 


