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平成 20 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成２０年２月１５日 

上 場 会 社 名        株式会社アップガレージ       上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ３３１１                    ＵＲＬ  http://www.upgarage.com                
代  表  者 （役職名）代表取締役社長       （氏名）石田 誠 
問合せ先責任者 （役職名）ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部長      （氏名）大塚 康雄 TEL(03)5457－1616 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20年３月期第３四半期の業績（平成 19年４月１日 ～ 平成 19年 12 月 31 日） 
(1) 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３四半期 3,259    4.8 117    －  113     －  47    －  

19 年３月期第３四半期 3,109    8.6 △6     －  △5     －  △47     －  

19 年３月期 4,136     －  △17     －  △17     －  △54     －  

 

 
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３四半期 2,783 70  2,775 18  

19 年３月期第３四半期 △2,821  84  ―     

19 年３月期 △3,189  80  ― 

 
(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  

20 年３月期第３四半期 1,709   763   44.7  44,964 51  

19 年３月期第３四半期 1,843   722        39.2  42,548  67  

19 年３月期 1,813    716    39.5   42,180  81  

 
(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 

20 年３月期第３四半期  269   11     △195    425   

19 年３月期第３四半期 － － － － 

19 年３月期 － － － － 

（注）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 月期第 3 四半期及び平成 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 

連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年３月期第３四半期 

連結会計期間 
△67    △29    54    322    

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） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 3月期 0  00 0  00 0  00 
20 年 3月期          0  00  
20 年 3月期（予想）  1,000  00 

1,000  00 
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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） 
  

 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) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

［（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。］ 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は、当社が本資料発表時現在において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、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性がありますのでご了承下

さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第 3 四半期におけるわが国の経済は、企業収益は堅調に推移し、雇用情勢の改善の兆しが見ら

れるものの、原油価格の高騰、米国のサブプライムローン問題を背景とする世界的な金融不安等か

ら、先行きへの不透明感が増してまいりました。 

 このような状況下において、消費者の生活防衛への意識が高まり、消費に対する二極化が確実に

進むなか、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。 

当第 3 四半期においては、前事業年度に収益力の低い直営店を閉店したことによる収益の改善、

売上至上主義から収益を意識した店舗経営への変革により、売上、利益ともに前年を上回る状況と

なりました。 

店舗の出店状況については、「アップガレージ」で直営店からフランチャイズへの転換が 1店、お

よび直営店の不採算店舗１店舗の閉店を行いました。フランチャイズ事業においては、新規に｢アッ

プガレージ｣を２店舗、｢アップガレージ ライダース｣を２店舗、｢アップガレージ ホイールズ｣を

１店舗の合計５店舗が出店しましたが、｢アップガレージ｣で１店舗、｢アップガレージ ライダース｣

で３店舗の合計３店舗の閉店を行いました。これらにより当第３四半期末の店舗数は「アップガレ

ージ」66 店（内フランチャイズ店 51 店）、「アップガレージ ライダース」13 店（内フランチャイ

ズ店 12 店）、「アップガレージ ホイールズ」4店（内フランチャイズ店 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 83店舗となりました。 

  

当第３四半期末現在における各業態別の店舗数および期中出店数、閉店数は以下の通りです。 
（単位：店） 

出店 閉店 当第３四半期末店舗数合計 
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 － 3(1) 2(1) 1 15 51 66 

ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞ ﾗｲﾀﾞｰｽ － 2 － 3 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 － 6(1) 2(1) 4 18 65 83 

   (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、当第 3四半期においては、売上高 3,259,950 千円（対前年同期比 4.8%増）、営業利益

117,015 千円（前年同期は 6,054 千円の営業損失）、経常利益 113,915 千円（前年同期は 5,522 千円

の経常損失）、四半期純利益 47,295 千円（前年同期は47,931 千円の四半期純損失）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 
 ① 資産、負債、純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ 4,672 千円減少

し、1,255,699 千円となりました。これは主として、商品 62,688 千円の減少、未収還付法人税 18,543

千円が減少したことにより現金及び預金が 90,628 千円増加した一方で、前払費用 9,043 千円、貸倒

引当金 4,170 千円が増加したことによるものです。固定資産は、前事業年度に比べ 99,191 千円減少

し、454,125 千円となりました。これは主として、不採算店舗の閉店、直営店のフランチャイズ店へ

の転換に伴う有形固定資産の減少 12,729 千円、減価償却費の計上 60,612 千円、関係会社株式の減

少 9,801 千円によるものです。この結果、資産合計は、前事業年度末に比べ、103,864 千円減少し、

1,709,825 千円となりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ 58,587 千円増加し、586,057 千円となりました。これは主とし

て、短期借入金が 77,000 千円減少した一方で、１年以内返済予定長期借入金が 95,000 千円増加し、

未払法人税等が 18,613 千円増加したことによるものです。固定負債は前事業年度末に比べ 209,746

千円減少し、359,820 千円となりました。これは主として、長期借入金が 199,148 千円減少したこと

によるものです。この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ 151,159 千円減少し、945,878 千円と

なりました。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ 47,295 千円増加し、763,947 千円となりました。こ

れは、第３四半期純利益 47,295 千円を計上したことによるものです。 
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 ② キャッシュ・フローの状況 

当第 3 四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ 84,914

千円増加し 425,465 千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおり

であります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第 3四半期会計期間において営業活動の結果増加した資金は 269,051 千円となりました。 

これは、税引前四半期純利益 87,658 千円を計上したことに加え、たな卸資産の減少 63,119 千円及

び仕入債務の増加 20,607 千円等の増加要因があったことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第 3四半期会計期間において投資活動の結果増加した資金は、11,698 千円となりました。 

これは、前事業年度末において、当社連結子会社でありました株式会社リーワンネットの解散に伴

う残余財産の分配等による収入 9,678 千円及び直営店のフランチャイズ店への転換に伴う資産売却

による収入 6,737 千円等によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 3四半期会計期間において財務活動の結果支出した資金は、195,834 千円となりました。 

これは、短期借入金77,000百万円及び長期借入金104,148千円の返済を行ったことによるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第 3 四半期におけるわが国の経済は、企業収益は堅調に推移し、雇用情勢の改善の兆しが見ら

れるものの、原油価格の高騰、米国のサブプライムローン問題を背景とする世界的な金融不安等か

ら、先行きへの不透明感が増してまいりました。 

 このような環境下において、当期は引き続き収益性の改善のため直営店の出店を控え、既存店の

収益強化に取り組んでまいります。 

 このため、通期業績予想につきましては平成 19年 11 月 12 日に発表いたしました業績予想に変更

はありません。 

 

４．その他 

最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

当第１四半期事業年度より、法人税法の改定((所得税等の一部を改正する法律 平成19年3月30

日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に

伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償

却費の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 
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５．四半期財務諸表 

  （１） 四半期貸借対照表 

  

第８期 

第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

第９期 

第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31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  327,663  453,107  362,479  

２．売掛金  197,791  187,500  188,852  

３．商品  655,352  529,195  591,884  

４．前払費用  64,768  59,777  50,733  

５．未収入金  13,396  7,438  7,444  

６．未収還付法人税等  －  －  18,543  

７．その他  54,920  24,821  42,404  

８．貸倒引当金  △1,072  △6,140  △1,970  

流動資産合計  1,312,820 71.2 1,255,699 73.4 1,260,372 69.5 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産 ＊1       

１．建物  129,095  106,084  127,596  

２．工具器具備品  86,910  61,712  79,869  

３．その他  53,994  41,463  50,896  

有形固定資産合計  270,001  209,259  258,361  

(2)無形固定資産  66,304  80,583  95,297  

(3)投資その他の資産        

１．敷金保証金  163,875  147,569  163,629  

２．関係会社株式  24,023  －  9,801  

３．その他  6,351  36,535  26,727  

４．貸倒引当金  －  △19,823  △500  

投資その他の資産合計  194,250  164,281  199,657  

固定資産合計  530,555 28.8 454,125 26.6 553,316 30.5 

資産合計  1,843,375 100.0 1,709,825 100.0 1,813,689 100.0 
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第８期 

第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

第９期 
第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31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  67,958  83,348  62,740  

２．短期借入金  140,800  100,000  177,000  

３．１年以内返済予定の  
長期借入金 

 147,214  233,864  138,864  

４．１年以内償還予定の
社債 

 14,000  14,000  14,000  

５．未払金  92,576  55,406  81,468  

６．未払費用  21,724  28,525  22,268  

７．未払法人税等  -  18,613  －  

８．賞与引当金  3,945  8,920  7,846  

９．その他 ＊2 19,038  43,379  23,283  

流動負債合計  507,257 27.5 586,057 34.3 527,470 29.1 

Ⅱ 固定負債        

１．社債  14,000  －  7,000  

２．長期借入金  542,540  308,676  507,824  

３．その他  56,676  51,144  54,743  

固定負債合計  613,216 33.3 359,820 21.0 569,567 31.4 

負債合計  1,120,473 60.8 945,878 55.3 1,097,037 60.5 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金  268,330 14.5 268,330 15.7 268,330 14.8 

２．資本剰余金        

資本準備金  287,225  287,225  287,225  

資本剰余金合計  287,225 15.6 287,225 16.8 287,225 15.8 

３．利益剰余金        

その他の利益剰余金        

特別償却準備金  316  115  316  

繰越利益剰余金  167,030  208,276  160,780  

利益剰余金合計  167,346 9.1 208,392 12.2 161,096 8.9 

株主資本合計  722,901 39.2 763,947 44.7 716,651 39.5 

純資産合計  722,901 39.2 763,947 44.7 716,651 39.5 

負債純資産合計  1,843,375 100.0 1,709,825 100.0 1,813,689 100.0 
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（２） 四半期損益計算書 

  

第８期 
第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日）

第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31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   3,109,982 100.0  3,259,950 100.0  4,136,284 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,672,366 53.8  1,757,924 53.9  2,236,296 54.1 

  売上総利益   1,437,615 46.2  1,502,026 46.1  1,899,987 45.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,443,669 46.4  1,385,010 42.5  1,917,770 46.5 

  営業利益又は営業損失
（△） 

  △6,054 △0.2  117,015 3.6  △17,782 △0.4 

Ⅳ 営業外収益 ＊1  14,070 0.5  10,507 0.3  19,371 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ＊2  13,537 0.5  13,607 0.4  19,326 0.5 

  経常利益又は経常損失
（△） 

  △5,522 △0.2  113,915 3.5  △17,737 △0.4 

Ⅵ 特別利益 ＊3  14,855 0.5  3,989 0.1  14,516 0.3 

Ⅶ 特別損失 ＊4  59,304 1.9  30,246 0.9  78,248 1.9 

税引前四半期純利益
又は税引前四半期(当
期)純損失（△） 

  △49,971 △1.6  87,658 2.7  △81,469 △2.0 

法人税、住民税及び 
事業税 

 3,737   16,346   4,801   

過年度法人税等  4,108   －   4,285   

法人税等調整額  △9,885 △2,039 0.1 24,016 40,363 1.2 △36,374 △27,287 △0.7 

四半期純利益又は四
半期(当期)純損失
（△） 

  △47,931 △1.5  47,295 1.5  △54,181 △1.3 
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（３） 四半期株主資本等変動計算書 

      前第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）      

 （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

 

 

 
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 

当四半期会計期間の

変動額 
       

 新株予約権の行使

による新株の発行 
570 570 570    1,140 

 四半期純損失     △47,931 △47,931 △47,931 

その他    △201 201   

当四半期会計期間の

変動額合計 
570 570 570 △201 △47,730 △47,931 △46,791 

平成18年12月31日残

高 
268,330 287,225 287,225 316 167,030 167,346 722,901 

 

（単位：千円） 

 
純資産合計 

平成18年3月31日残高 769,693 

当四半期会計期間の変動額  

 新株予約権の行使による新株

の発行 
1,140 

 四半期純損失 △47,931 

その他  

当四半期会計期間の変動額合計 △46,791 

平成18年12月31日残高 722,901 

（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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      当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

 

 

 
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 

当四半期会計期間の

変動額 
       

 四半期純利益     47,295 47,295 47,295 

その他    △201 201   

当四半期会計期間の

変動額合計 
   △201 47,496 47,295 47,295 

平成19年12月31日残

高 
268,330 287,225 287,225 115 208,276 208,392 763,947 

 

（単位：千円） 

 
純資産合計 

平成19年3月31日残高 716,651 

当四半期会計期間の変動額  

 四半期純利益 47,295 

その他  

当四半期会計期間の変動額合計 47,295 

平成19年12月31日残高 763,947 

（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（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 

その他の利益剰余金 

 

 

 
資本金 資本準備

金 

資本剰余金

合計 
特別償却

準備金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

 

平成18年3月31日残

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

事業年度中の変動額        

 新株予約権の行使

による新株の発行 
570 570 570    1,140 

 当期純損失     △54,181 △54,181 △54,181 

その他    △201 201   

事業年度中の変動額

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

平成19年3月31日残

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

 

（単位：千円） 

 
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  

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） 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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 

  

税引前四半期純利益  87,658 

減価償却費  38,126 

その他償却費  22,485 

賞与引当金の増加額  1,074 

貸倒引当金の増加額  23,493 

受取利息及び受取配当金  △409 

支払利息  13,464 

子会社株式整理損  122 

店舗閉店損失  9,791 

売上債権の減少額  1,351 

破産更生債権の増加額  △21,421 

たな卸資産の減少額  63,119 

その他資産の増加額  △2,399 

仕入債務の増加額  20,607 

その他負債の増加額  7,157 

小計  264,223 

利息及び配当金の受取額  409 

利息の支払額  △14,127 

法人税等の還付額  18,546 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 269,051 
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第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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 

 △5,712 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △1,754 

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 

 △7,471 

敷金保証金等の支払によ
る支出 

 △14,211 

敷金保証金等の返還収入  26,431 

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 

 11,698 

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
額） 

 △77,000 

長期借入金の返済による
支出 

 △104,148 

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 

 △5,093 

割賦購入未払金の返済に
よる支出 

 △2,592 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △195,834 

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 

 84,914 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 340,550 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

※ 425,465 

   

（注）前第３四半期会計期間及び前事業年度は、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しており、四半期

キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 



 

㈱アップガレージ (3311) 平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

－  － 
 

 

13 

＊参考情報 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 第８期 

第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31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 

 
  

税金等調整前四半期
（当期）純損失（△） 

 
△61,282 △90,670 

減価償却費 
 

44,478 61,238 

その他償却費 
 

19,687 27,271 

賞与引当金の減少額 
 

△5,485 △1,583 

貸倒引当金の増加額 
 

631 2,028 

受取利息及び受取配当
金 

 
△57 △259 

支払利息 
 

13,200 18,345 

固定資産除却損 
 

190 190 

固定資産売却益 
 

△623 △284 

減損損失 
 

17,899 17,899 

売上債権の減少額 
 

15,867 27,598 

たな卸資産の減少 
（△増加）額 

 
△62,334 1,133 

その他資産の減少 
（△増加）額 

 
△10,577 7,382 

仕入債務の増加額 
 

17,588 12,369 

その他負債の増加額 
 

29,931 26,342 

小計 
 

19,115 109,001 

利息及び配当金の受取
額 

 
57 259 

利息の支払額 
 

△13,329 △17,578 

法人税等の支払額 
 

△73,205 △78,034 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
△67,363 13,647 
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 第８期 
第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31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 

 
△2,403 △3,305 

定期預金の払い戻しに
よる収入 

 
32,997 43,003 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 
△32,833 △37,320 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 
3,990 3,651 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 
△14,501 △14,612 

敷金保証金等の支払に
よる支出 

 
△16,614 △16,614 

敷金保証金等の返還収
入 

 
6,001 7,888 

店舗閉店に伴う支出  △5,682 △5,682 

その他  30 30 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
△29,015 △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 

 
△109,200 △123,000 

長期借入れによる収入  150,033 150,033 

長期借入金の返済によ
る支出 

 
△118,806 △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
による支出 

 
△12,165 △50,155 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
54,001 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減
少額 

 
△42,376 △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四
半期（期末）残高 

※ 322,106 357,314 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

第８期 

第３四半期会計期間 
（自 平成18年 4月１日 

至 平成18年12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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子会社株式及び関連会社株

式 

①子会社株式及び関連会社株

式 

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 同左 同左 

(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。 

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 

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。 

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 

２．固定資産の減価償却

の方法 

 （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四半

期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。 
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項目 

第８期 
第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年12月31日） 

第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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年から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 

 

   (2) 新株交付費 

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、当第３四半期会計期

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第

３四半期決算日における有

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 

第８期 
第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年12月31日） 

第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31日） 

７．四半期キャッシュ・

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．その他四半期財務諸

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 

 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

第８期 

第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31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） 

当第３四半期会計期間より「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722,901千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第３四半期会計期間における四

半期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） 

当第３四半期会計期間から「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 

（四半期貸借対照表関係） 

第８期 

第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日現在） 

第９期 

第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31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 

313,143千円 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 

351,343千円 

＊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  

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  

 ３ 偶発債務    

 (1) 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37百万

円あります。 

  

 

（四半期損益計算書関係） 

第８期 

第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月１日 
至 平成18年 12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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         36千円 

   受取手数料     9,956千円 

＊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        409千円 

   受取手数料      5,105千円 

＊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       13,200千円 

＊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       13,464千円 

＊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 特別利益の内容は抱合せ株式消

滅差益及び固定資産売却によるも

のです。 

＊３ 特別利益の内容は店舗譲渡益で

す。 

＊３ 特別利益の内容は抱合せ株式消

滅差益及び固定資産売却による

ものです。 

＊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 

  前期損益修正損   5,237千円 

＊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   18,366千円 

＊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。 

子会社株式評価損 50,198千円 

減損損失     17,899千円 

前期損益修正損   9,959千円 

減損損失 

当第3四半期会計期間において、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     44,362千円 

  無形固定資産     11,907千円 

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    38,126千円 

  無形固定資産    22,185千円 

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 
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   （四半期株主資本等変動計算書関係） 

 

 当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

１．発行済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） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

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 
該当事項はありません。 

 
３．新株予約権及び自己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。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 １日 

至 平成19年 12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期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12月31日現在) 

現金及び預金勘定 453,107千円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△27,641千円

現金及び現金同等物 425,465千円
 

前第３四半期会計期間及び前事業年度は四半期連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しておりますので、前第３四

半期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 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

第８期 
第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年12月31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） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期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12月31日現在) 

現金及び預金勘定 353,139千円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△31,032千円

現金及び現金同等物 322,106千円
 

※ 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） 

第８期 

第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31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

相当額及び第3四半期末残高相当額 

(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

相当額及び第3四半期末残高相当額 

(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 

第３四半期

末残高相当

額 

 千円 千円 千円 

建物 11,926 11,727 198 

機械装置 4,200 2,940 1,260 

車両運搬具 4,732 2,760 1,971 

 

 

 

取得価額相

当額 

減価償却

累計額相

当額 

第３四半期

末残高相当

額 

 千円 千円 千円 

機械装置 4,200 3,780 420 

車両運搬具 4,275 3,348 926 

工具器具備品 5,008 1,024 3,984 

 

 

 

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)未経過リース料第３四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

   １年内      2,396千円 

   １年超        1,761千円 

    合計           4,157千円 

(2)未経過リース料第３四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

   １年内      2,624千円 

   １年超        2,845千円 

合計           5,469千円 

(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    3,538千円 

減価償却費相当額  3,128千円 

支払利息相当額    409千円 

(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   2,531千円 

   減価償却費相当額 2,295千円 

支払利息相当額   266千円 

(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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第８期 

第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31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         846千円 

   合計       1,975千円 

２．オペレーティングリース取引 

  未経過リース料 

  １年内         862千円 

  １年超         －千円 

   合計         862千円 

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） 

第８期 

第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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） 

第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12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。 

 

（持分法損益等） 

当四半期会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 12月31日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

第８期 

第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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 42,548.67円 

１株当たり 

四半期純損失金額 
2,821.84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、四半期純損失を計上し

ているため、記載しておりません。 
 

 

１株当たり純資産額 44,964.51円 

１株当たり 

四半期純利益金額 
2,783.70円 

潜在株式調整後1株当たり 

四半期純利益金額 
2,775.18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株当たり四半期（当期）純利益（△純損失）金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期（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。 

 

第８期 
第３四半期会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年12月31日） 

第９期 
第３四半期会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 

 至 平成19年12月31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株当たり四半期(当期)純利益 (△純損失）

金額 

 
 

 

四半期(当期)純利益(△純損失)（千円） △47,931 47,295 △54,181 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る四半期(当期)純利益(△純損

失)（千円） 
△47,931 47,295 △54,181 

普通株式の期中平均株式数（株） 16,986 16,990 16,986 

    

潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純

利益金額 

 
  

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 52 － 

（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株当たり四半期(当期)純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

－ － － 
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（重要な後発事象） 

第８期 

第３四半期会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日） 

第９期 

第３四半期会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年12月31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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６．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

 該当事項はありません。 

 

（２）受注状況 

 当社では主に一般顧客（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 
当四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

前年同期比 

 仕入高（千円） （％） 

タイヤ・アルミホイール 583,415 101.2 

カーオーディオ 
カーエレクトロニクス 

395,164 91.3 

カースポーツ用品 308,551 89.2 

その他のカー用品 256,249 117.0 

合計 1,543,381 98.1 

 （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12月31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 1,048,004 110.9 

カーオーディオ 
カーエレクトロニクス 

635,710 93.4 

カースポーツ用品 530,936 94.3 

その他のカー用品 484,675 113.2 

小計 2,699,327 103.17 

ロイヤリティ収入 182,019 96.5 

その他の収入 378,603 124.2 
フラン 
チャイ 
ズ収入 

小計 560,623 113.6 

合計 3,259,950 104.8 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 




