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（百万円未満切捨て） 

１．20年３月期の業績（平成 19年 ４月 １日～平成 20年 ３月 31日） 
（１）経営成績                                                          （％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 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円   ％ 

   10,089     0.1 
   10,079     5.4 

百万円   ％

       585     10.4
530      5.8

百万円   ％

       663      6.0
625      6.1

百万円   ％

       379      5.4
360      7.0

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 
20年３月期 
19年３月期 

円 銭 

18,427  16 
17,489  96 

円 銭

－ 
－ 

％

     10.6 
     10.9 

％ 

     11.9 
     11.7 

％

       5.8 
       5.3 

(参考)  持分法投資損益   20年３月期   －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

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 

         5,616 
         5,485  

百万円

         3,747 
         3,450 

％

     66.7 
     62.9 

円 銭

      181,752  87
167,349  50

 (参考)  自己資本  20年３月期  3,747百万円   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

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 

       256  
       253  

百万円

           △77 
           △82 

百万円

          △219 
          △351 

百万円

      560 
      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 

配当金総額
（年間） 配当性向 

純資産 
配当率 

 
19年３月期 
20年３月期 

円 銭 

－ 
－ 

円 銭 

－ 
1,500  00 

円 銭

－ 
－ 

円 銭

2,500  00

1,500  00

円 銭

2,500 00

3,000 00 

百万円

  51 
  61 

％ 

14.3 
16.3 

％

1.6 
1.7 

21年３月期 
（予想） 

 

－ 
 
1,500  00 

 
－ 

 
1,500  00

 
3,000 00 － 

 
15.9 － 

 
 
３．21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

4,935    1.3 
10,090    0.0 

百万円 ％

210    15.8
610     4.2

百万円 ％

239   10.0
670    1.0

百万円 ％ 

138   18.9 
388    2.1 

円 銭

6,741   75
18,820   33
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

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、15ページ「重要な会計方針の変更」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) 20年３月期 20,616株   19年３月期 20,616株 
② 期末自己株式数           20年３月期    －株    19年３月期    －株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31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６ページを参照 
して下さい。 

2



 
㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 当期におけるわが国の経済は、堅調な企業業績を背景に拡大基調を維持したものの、米国に端を発する金融

市場の混乱、原油価格をはじめとする原材料価格の上昇、株式市況・個人消費の低迷を受け、停滞感を強めて

まいりました。 

 カー用品市場におきましては、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、新車の販売台 

数の低迷、ガソリン価格の高騰によるユーザーの車に対する維持費の削減意識など、消費環境はより厳しい状 

況が続いております。 

 このような環境のなか、当社は、「トータルカーライフサービス業」への転換を事業戦略として掲げ、引き 

続き徹底した接客販売により顧客満足度を高めていくことに努め、カー用品販売との相乗効果が極めて高い自 

動車販売の推進を行うと共に、車検・整備及び板金・塗装のほか、プロショップ機能を取り込んだカスタマイ 

ズサービス等の顧客獲得に注力し、ピット・サービス工賃の業容拡大を図ってまいりました。 

また、カー用品販売業の原点であるタイヤ販売の強化に取り組んだことと、当社オリジナルブランドの省燃 

費商品である「フューエルバンクEVOⅡ」の販売を積極的に進めたことが売上総利益率の向上に貢献いたしま 

した。 

 この結果、当期の業績は、売上高10,089,080千円（前期比0.1％増）、営業利益585,836千円（前期比10.4％

増）、経常利益663,064千円（前期比6.0％増）、当期純利益379,894千円（前期比5.4％増）となりました。 

なお、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

41,765千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．財務諸表等 重要な会計方針」

をご覧ください。 

 

 次期の見通しにつきましては、カー用品市場が引き続き厳しい環境を強いられる想定のなか、①タイヤ販売 

の原点回帰による競争力の再生、②自動車販売の推進、③車検・板金塗装の更なる顧客獲得及びプロショップ 

機能の取り込みによるピット・サービスの業容拡大、④自社ブランド商品の拡販及び開発等、当社の事業戦略 

を更に推進し、売上総利益率の向上及び徹底した経費管理を行っていくことにより、売上高10,090,000千円 

（前期比0.0％増）、営業利益610,500千円（前期比4.2％増）、経常利益670,000千円（前期比1.0％増）、当 

期純利益388,000千円（前期比2.1％増）を予定しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

  当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ131,141千円増加し5,616,644千円（前期比2.4%増）

となりました。これは主に、商品（貯蔵品を含む）222,338千円の増加に対して、有形固定資産59,689千円

の減少等があったためであります。 

   負債につきましては、前事業年度末に比べ165,798千円減少し1,869,627千円（前期比8.1%減）となりま 

した。これは主に、長期借入金（一年以内返済予定の長期借入金を含む）234,374千円及び未払法人税等 

41,851千円の減少に対し、短期借入金100,000千円及びポイント引当金41,765千円の増加等があったためで 

あります。 

    純資産につきましては、前事業年度末に比べ296,939千円増加し3,747,017千円（前期比8.6%増）となりま 

した。これは主に、利益剰余金の増加297,430千円等によるものであります。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における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40,141千円 

減少し、当事業年度末には560,909千円（前期比6.7％減）となりました。 

  当事業年度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） 

  当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、256,217千円となりました。 

これは主に、税引前当期純利益652,353千円及び減価償却費84,339千円の計上並びに差入保証金の相殺額 

100,328千円に対して、たな卸資産の増加額222,338千円及び法人税等の支払額349,709千円等があったため 

であります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、77,303千円となりました。 

これは主に、子会社株式の取得による支出15,000千円、子会社への短期貸付による支出29,000千円及び有 

形固定資産の取得による支出19,469千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） 

  当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、219,055千円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出234,374千円及び配当金の支払額82,464千円があったことに対 

して、短期借入金の増加額100,000千円等があったためであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

株主資本比率(%) 61.4 60.5 62.9 66.7 

時価ベースの株主資本比率(%) 155.7 123.8 62.4 28.3 

債務償還年数(年) 1.7 7.7 3.0 2.5 

インタレスト･ガバレッジ･レシ

オ(倍) 
40.1 12.2 14.8 19.6 

 株主資本比率：株主資本／総資産 

 時価ベースの株主資本比率：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･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。 

 ※ 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方針及び当期・次期の配当 

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。 

当期末の配当金につきましては、上記方針に基づき検討した結果、１株当たり配当1,500円（普通配当）を予

定しております。なお、中間配当金として1,500円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株当た

り3,000円となります。 

次期の配当につきましても、当期と同額の１株当たり配当を予定しております。 

 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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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、当事業年度において、㈱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20年３月31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） 

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
議決権の所有割合
又は被所有割合 

（％） 
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 

被所有 
24.2 

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、(2) 目標とする経営指標、(3) 中期的な会社の経営戦略、(4) 会社の対処すべき課題 

   平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開 

示を省略しております。 

   当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   （当社ホームページ） 

     http://www.buffalo.co.jp 

   （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

     http://www.jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

 (5) 内部管理体制の整備・運用状況 

 有価証券上場規定第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレートガバナンスに関する報告 

書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において、記載された事項と本項に関する 

記載事項とが重複するため開示を省略しております。 

 

(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．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

増減 
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  619,051 580,809  

２．売掛金 ※１ 506,320 544,576  

３．商品  1,610,217 1,793,519  

４．貯蔵品  2,155 41,192  

５．前渡金  7,155 －  

６．前払費用 ※１ 62,814 62,443  

７．繰延税金資産  96,401 119,935  

８．未収入金 ※１ 273,505 268,909  

９．その他  3,443 33,055  

流動資産合計  3,181,066 58.0 3,444,442 61.3 263,375

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  768,413 768,988   

減価償却累計額  289,204 479,209 335,745 433,243  

(2）構築物  195,471 196,276   

減価償却累計額  129,707 65,763 139,852 56,423  

(3）機械及び装置  24,285 25,025   

減価償却累計額  10,478 13,807 12,746 12,278  

(4）車両運搬具  40,103 43,896   

減価償却累計額  24,687 15,415 27,802 16,094  

(5) 工具、器具及び 
備品 

 131,038 137,580   

減価償却累計額  98,826 32,211 108,901 28,678  

有形固定資産合計  606,407 11.0 546,718 9.8 △59,689

２．無形固定資産    

(1) のれん  22,000 11,000  

(2) 借地権  102,221 96,841  

(3）ソフトウェア  207 129  

(4）その他  5,104 5,104  

無形固定資産合計  129,533 2.4 113,075 2.0 △16,457
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

  前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

増減 
（千円）

３．投資その他の資
産 

   

(1) 関係会社株式  2,346 16,515  

(2）出資金  1,120 1,120  

(3)長期前払費用 ※１ 176,946 163,659  

(4）繰延税金資産  79,848 92,685  

(5）保険積立金  1,617 2,021  

(6)差入保証金 ※１ 1,295,955 1,215,161  

(7）その他  10,661 21,246  

投資その他の資
産合計 

 1,568,495 28.6 1,512,408 26.9 △56,086

固定資産合計  2,304,436 42.0 2,172,202 38.7 △132,233

資産合計  5,485,503 100.0 5,616,644 100.0 131,141

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金 ※１ 522,840 492,802  

２．短期借入金  － 100,000  

３．１年以内返済予
定の長期借入金 

 230,624 137,124  

４．未払金  58,494 80,415  

５．未払費用  54,817 41,783  

６．未払法人税等  225,679 183,827  

７．前受金  19,207 17,056  

８．預り金  22,576 13,249  

９．賞与引当金  161,000 143,056  

10．ポイント引当金  － 41,765  

11．その他  29,679 33,775  

流動負債合計  1,324,920 24.1 1,284,856 22.9 △40,064

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  542,729 401,855  

２．退職給付引当金  142,922 159,216  

３．役員退職慰労引
当金 

 23,375 23,700  

４．その他  1,478 －  

固定負債合計  710,504 13.0 584,771 10.4 △125,733

負債合計  2,035,425 37.1 1,869,627 33.3 △165,798
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

 

  前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

増減 
（千円）

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金  510,506 9.3 510,506 9.1 －

２．資本剰余金    

  (1) 資本準備金  485,244 485,244   

資本剰余金合計  485,244 8.9 485,244 8.6 －

３．利益剰余金    

  (1) 利益準備金  35,575 35,575   

  (2) その他利益剰余金    

    別途積立金  1,950,000 2,250,000   

繰越利益剰余金  468,865 466,295   

利益剰余金合計  2,454,440 44.7 2,751,870 49.0 297,430

株主資本合計  3,450,191 62.9 3,747,622 66.7 297,430

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評 
価差額金 

 △114 △0.0 △605 △0.0 △490

評価・換算差額等 
合計 

 △114 △0.0 △605 △0.0 △490

純資産合計  3,450,077 62.9 3,747,017 66.7 296,939

負債純資産合計  5,485,503 100.0 5,616,644 100.0 131,141
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 
対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  10,079,577 100.0 10,089,080 100.0 9,503

Ⅱ 売上原価    

１．商品期首たな卸高  1,215,558 1,610,217   

２．当期商品仕入高 ※１ 6,467,614 6,217,200   

合計  7,683,173 7,827,417   

３．商品期末たな卸高  1,610,217 6,072,956 60.3 1,793,519 6,033,898 59.8 △39,057

売上総利益  4,006,621 39.7 4,055,182 40.2 48,561

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1,2 3,475,990 34.4 3,469,346 34.4 △6,644

営業利益  530,630 5.3 585,836 5.8 55,205

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  10,303 11,194   

２．受取配当金  64 79   

３．受取手数料  39,083 39,392   

４．受取協賛金等 ※１ 46,332 18,585   

５．その他  25,940 121,725 1.2 25,462 94,714 1.0 △27,010

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  17,417 13,212   

２．ピットクレーム処
理費等 

 3,070 1,208   

３．店舗賃貸借契約解
約金  4,044 －   

４．その他  2,258 26,791 0.3 3,065 17,486 0.2 △9,305

経常利益  625,564 6.2 663,064 6.6 37,500

Ⅵ 特別利益    

１．役員退職慰労引当
金戻入益  － － － 3,290 3,290 0.0 3,290

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※３ 78   

２．固定資産除却損 ※４ 913 76   

３．前期損益修正損  － 913 0.0 13,846 14,001 0.1 13,087

税引前当期純利益  624,650 6.2 652,353 6.5 27,702

法人税、住民税及
び事業税  269,534 308,488   

法人税等調整額  △5,456 264,077 2.6 △36,029 272,458 2.7 8,381

当期純利益  360,572 3.6 379,894 3.8 19,321
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

(3) 株主資本等変動計算書 

  前事業年度（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  －

剰余金の配当  △51,540

利益処分による役員賞与  △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月期決算短信（非連結） 

 

  当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20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

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立て   300,000 △300,000 － －

剰余金の配当   △82,464 △82,464 △82,464

当期純利益  379,894 379,894 379,894

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） 
－ － － － 300,000 △2,569 297,430 297,430

平成20年３月31日 残高 

         （千円） 
510,506 485,244 485,244 35,575 2,250,000 466,295 2,751,870 3,747,622

 

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

事業年度中の変動額  

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △82,464

当期純利益  379,894

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△490 △490 △490

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△490 △490 296,939

平成20年３月31日 残高 

         （千円） 
△605 △605 3,747,017
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

 

(4) キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円）   金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  
  

１．税引前当期純利益  624,650 652,353 

２．減価償却費  94,280 84,339 

３．のれん償却費  11,000 11,000 

４．賞与引当金の増減額（△：減
少） 

 △4,302 △17,943 
 

５．ポイント引当金  － 41,765 
 

６．退職給付引当金の増減額（△：
減少） 

 11,799 16,293 
 

７．役員退職慰労引当金の増減額
（△：減少） 

 3,700 325 
 

８．受取利息及び受取配当金  △10,368 △11,273 
 

９．支払利息  17,417 13,212 
 

10．有形固定資産除売却損  913 155 
 

11．差入保証金の家賃相殺額  100,336 100,328 
 

12．売上債権の増減額（△：増加）  △59,823 △38,256  

13．たな卸資産の増減額（△：増
加） 

 △396,367 △222,338 
 

14. 未収入金の増減額（△：増加）  △107,945 4,595  

15．仕入債務の増減額（△：減少）  173,867 △30,037  

16．未払消費税等の増減額（△：減
少） 

 5,217 3,707 
 

17．役員賞与の支払額  △8,900 － 
 

18．その他  △705 9,252 
 

小計  454,770 617,478 162,707

19．利息及び配当金の受取額  601 1,507  

20．利息の支払額  △17,119 △13,058  

21．法人税等の支払額  △184,314 △349,709 
 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 253,938 256,217 2,279
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円）   金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  
  

１．定期預金の預入による支出  △23,150 △33,475 
 

２．定期預金の払戻による収入  34,000 21,000 
 

３．短期貸付けによる支出  － △29,000 
 

３．有形固定資産の取得による支出  △99,694 △19,469 
 

４．子会社株式の取得による支出  － △15,000 
 

６．差入保証金の返還による収入  8,975 － 
 

７．その他  △2,990 △1,358 
 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △82,860 △77,303 5,556

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

   
 

１．短期借入金の増減額（△：減
少） 

 △320,000 100,000 
 

２．長期借入による収入  250,000 － 
 

３．長期借入金の返済による支出  △227,647 △234,374 
 

４．割賦債務の支払  △2,217 △2,217 
 

５．配当金の支払額  △51,540 △82,464  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △351,404 △219,055 132,349

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
（△：減少） 

 △180,326 △40,141 140,184

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  781,378 601,051 △180,326

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  601,051 560,909 △40,141
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

(5) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

その他有価証券 その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 時価のあるもの 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。 

同左 

 時価のないもの 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。 

同左 

商品 商品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  主に売価還元法による原価法を採用

しております。 

同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、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      ２～６年 

 工具、器具及び備品  ２～20年 

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、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         ２～47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 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年 

度より、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。 

  （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 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

  る損益に与える影響は軽微でありま 

す。 

 (2）無形固定資産 (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。 

 同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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。 

同左 

 (2)賞与引当金 (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。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (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。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (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。 

同左 

  (5) 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、 

当事業年度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、当事業年度から 

「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、当事業年度末のポイント残高に 

対する当期負担額27,919千円は売上 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

  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27,919千円減少し、税 

引前当期純利益は41,765千円減少し 

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 

６．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 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

(6) 重要な会計方針の変更 

   （会計処理方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度において、無形固定資産の「営業権」と

して掲記されていたものは、当事業年度より、改正後

の財務諸表規則に基づき、「のれん」と表示しており

ます。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において、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、当事業年度より、改正後の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。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

(8) 財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債 

 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 

 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 
 

売掛金 321,205千円  

前払費用 8,646千円  

未収入金 97,589千円  

長期前払費用 87,717千円  

差入保証金 461,687千円  

買掛金 458,305千円  
  

 
売掛金 370,352千円

前払費用 8,646千円

未収入金 95,799千円

長期前払費用 82,821千円

差入保証金 427,379千円

買掛金 444,024千円
  

２．当座貸越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取 

引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入 

金未実行残高は次のとおりであります。 

   当座貸越極度額         850,000千円 

 貸出実行残高               －千円 

差引額             850,000千円 

２．当座貸越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取 

引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入 

金未実行残高は次のとおりであります。 

   当座貸越極度額         850,000千円 

 貸出実行残高          100,000千円 

差引額             750,000千円 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

関係会社からの商品仕入高 5,000,891千円  

関係会社への地代家賃 98,820千円  

関係会社からの受取協賛金等 30,239千円  
  

 
関係会社からの商品仕入高 4,906,045千円  

関係会社への地代家賃 98,820千円  

関係会社からの受取協賛等 12,766千円  
 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は8.7％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は91.3％

であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は10.0％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は90.0％

であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

従業員給与手当 1,193,246千円

賞与引当金繰入額 161,000千円

退職給付費用 31,782千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,700千円

法定福利費 181,330千円

地代家賃 550,265千円

減価償却費 94,280千円

支払手数料 219,779千円

広告宣伝費 176,597千円
  

 
従業員給与手当 1,171,869千円

賞与引当金繰入額 143,056千円

退職給付費用 36,766千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,615千円

法定福利費 175,551千円

地代家賃 546,914千円

減価償却費 84,339千円

支払手数料 209,574千円

広告宣伝費 199,429千円
  

 ※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 
 

 
車両運搬具 78千円

  
※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
 

建物 92千円

固定資産廃棄費用 821千円

計 913千円
 

 
構築物 9千円

工具、器具及び備品 67千円

計 76千円
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（株主資本等変動計算書関係） 

 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 

（千株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数

（千株） 

当事業年度末株式数 

（千株） 

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

 

 当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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 

（千株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数

（千株） 

当事業年度末株式数 

（千株） 

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

平成19年11月９日 

取締役会 
普通株式 30,924 1,500 平成19年９月30日 平成19年12月11日
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

  (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 

    次のとおり、決議を予定しております。 

（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20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 30,924 利益剰余金 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月26日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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 

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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）
 
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
  

 
現金及び預金勘定 580,809千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△19,900千円

現金及び現金同等物 560,909千円
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

(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 

(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） 

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

  

 

 
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 226,163 121,521 104,642

ソフトウェア 5,306 2,034 3,272

工具、器具及
び備品 

247,679 158,858 88,821

合計 479,149 282,413 196,736

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

１年内 75,989千円

１年超 203,146千円

合計 279,135千円
  

 
１年内 61,065千円

１年超 142,080千円

合計 203,146千円
 

(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 
 

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
  

 
支払リース料 82,105千円

減価償却費相当額 75,784千円

支払利息相当額 6,115千円
  

(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 

 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 

(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 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成19年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 － － － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

小計 － － － 

(1）株式 2,540 2,346 △194 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

小計 2,540 2,346 △194 

 合計 2,540 2,346 △194 

 

２．当事業年度に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 売却がないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度（平成20年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 － － － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

小計 － － － 

(1)株式 2,540 1,515 △1,025 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

小計 2,540 1,515 △1,025 

 合計 2,540 1,515 △1,025 

 

２．当事業年度に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 売却がないため、該当事項はありません。 

 

   ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 

非上場株式 
15,000 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（デリバティブ取引関係） 

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。 

 

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20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。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 

 退職給付債務（千円） △142,922  △159,216  

 退職給付引当金（千円） △142,922  △159,216  

 （注） 退職給付債務の計算方法として、退職給付会計に関する実務指針（会計制度委員会報告第13号）に定める

簡便法に基づき、会社規程による期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 

 勤務費用（千円） 31,782  36,766  

 退職給付費用（千円） 31,782  36,766  
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役 ６名、従業員 92名 

ストック・オプション数 （注） 普通株式 598株 

付与日 平成17年７月14日 

権利確定条件 

新株予約権の割当てを受けた者は、その割当てを受けた時から権利行使

時に至るまでの間、継続して当社の取締役、監査役、もしくは従業員の

いずれかに在任または在職することを要する。但し、新株予約権の割当

日において当社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあったもの

が、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合は、権利行使期間内において新株引受権を行使すること

ができる。 

対象勤務期間 自 平成17年７月14日 至 平成19年６月30日 

権利行使期間 自 平成19年７月１日 至 平成24年６月30日 

   （注）株式数に換算して記載しております。 

 

     (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

        当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい 

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 平成17年ストック・オプション 

権利確定前      （株）  

 前事業年度末 580 

 付与 － 

 失効 44 

 権利確定 － 

 未確定残 536 

権利確定後      （株）  

 前事業年度末 － 

 付与 － 

 失効 － 

 権利確定 － 

 未確定残 － 

 

② 単価情報 

 平成17年ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 338,578 

行使時平均株価     （円） － 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役 ６名、従業員 92名 

ストック・オプション数 （注） 普通株式 598株 

付与日 平成17年７月14日 

権利確定条件 

新株予約権の割当てを受けた者は、その割当てを受けた時から権利行使

時に至るまでの間、継続して当社の取締役、監査役、もしくは従業員の

いずれかに在任または在職することを要する。但し、新株予約権の割当

日において当社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあったもの

が、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合は、権利行使期間内において新株引受権を行使すること

ができる。 

対象勤務期間 自 平成17年７月14日 至 平成19年６月30日 

権利行使期間 自 平成19年７月１日 至 平成24年６月30日 

   （注）株式数に換算して記載しております。 

 

     (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

        当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい 

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 平成17年ストック・オプション 

権利確定前      （株）  

 前事業年度末 536 

 付与 － 

 失効 73 

 権利確定 － 

 未確定残 463 

権利確定後      （株）  

 前事業年度末 － 

 付与 － 

 失効 － 

 権利確定 － 

 未確定残 － 

 

② 単価情報 

 平成17年ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 338,578 

行使時平均株価     （円） － 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 

  前事業年度 
（平成19年３月31日） 

 当事業年度 
（平成20年３月31日） 

   （単位：千円）   （単位：千円） 

 (1) 流動の部       

  繰延税金資産       

 賞与引当金  66,010   58,653 

 たな卸資産仕入割戻配賦額否認  －   17,579 

 ポイント引当金  －   17,123 

 未払事業税  18,120   14,987 

 未払費用否認  7,539   6,802 

 たな卸資産評価損否認  726   1,998 

 その他  4,005   2,790 

  繰延税金資産合計  96,401   119,935 

 (2) 固定の部        

  繰延税金資産        

 退職給付引当金  58,598   65,278 

 役員退職慰労引当金  9,583   9,717 

 減価償却費損金算入限度超過額  －   8,484 

 その他  11,666   9,205 

 繰延税金資産合計  79,848   92,685 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の項目別内訳については、その差異が 

法定実効税率の100分の５以下であるため記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の項目別内訳については、その差異が 

法定実効税率の100分の５以下であるため記載を省略しております。 

 

（持分法損益関係） 

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。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の兼
任等 

事業上の
関係 

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

債権回収高 3,302,445 クレジッ
ト債権の
回収 支払手数料 79,446 

売掛金 321,205

買掛金 458,305商品の仕
入先 

商品の仕入 
（注１） 

5,000,891 
未収入金 93,686

販売協賛
金の受取
り 

受取協賛金等
（注２） 

30,239 未収入金 3,903

前払費用 8,646

長期前払
費用 

87,717

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 

（被所有）
直接 
24.2％

－ 

土地建物
の賃借 

賃借料の支払
（注３） 

98,820 

差入保証
金 

461,687

上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．商品の仕入については、他のフランチャイジーと同様の条件であります。 

 ２．販促企画等に基づき、期首において取引条件を決定、又は、期中における条件交渉により決定して

おります。 

 ３．賃借料の支払は、スーパーオートバックス環七王子神谷の転貸借にかかる賃借料であり、近隣の取

引実勢等に基づいて賃借料金額を決定しております。 

 

２．兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の兼
任等 

事業上の
関係 

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

支払リース料
（注） 

40,592 
未払金 6,458

未経過リース
料残高相当額
（注） 

109,262 
その他の
関係会社
の子会社 

㈱アル
フィ 

東京都
江東区 

30 
機器リー
ス 

－ － 
設備の
リース 

支払利息相当
額 

3,761 

長期未払
金 

1,478

上記金額には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）リース料については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較の上、交渉により決定し 

ております。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の兼
任等 

事業上の
関係 

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

債権回収高 2,822,895 クレジッ
ト債権の
回収 支払手数料 81,062 

売掛金 359,483

買掛金 443,931商品の仕
入先 

商品の仕入 
（注１） 

4,896,900 
未収入金 92,033

販売協賛
金の受取
り 

受取協賛金等
（注２） 

12,766 未収入金 3,585

前払費用 8,646

長期前払
費用 

82,821

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 

（被所有）
直接 
24.2％

－ 

土地建物
の賃借 

賃借料の支払
（注３） 

98,820 

差入保証
金 

427,379

上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．商品の仕入については、他のフランチャイジーと同様の条件であります。 

 ２．販促企画等に基づき、期首において取引条件を決定、又は、期中における条件交渉により決定して

おります。 

 ３．賃借料の支払は、スーパーオートバックス環七王子神谷の転貸借にかかる賃借料であり、近隣の取

引実勢等に基づいて賃借料金額を決定しております。 

 

２．兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の兼
任等 

事業上の
関係 

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

支払リース料
（注１） 

36,226 

未経過リース
料残高相当額
（注１） 

75,752 
設備の
リース 

支払利息相当
額 

2,716 

未払金 2,921

債権回収高 859,069 

㈱アル
フィ 

東京都
江東区 

30 
機器リー
ス 

－ － 

ローン債
権の回収

支払手数料 37,529 

売掛金 71,264

売掛金 63,562

その他の
関係会社
の子会社 

コアーズ
インター
ナショナ
ル㈱ 

堺市堺
区 

145 
カー用品
の卸売 

－ 兼任１ 
商品の販
売先 

商品の販売 
(注２) 

385,995 

未払金 15,007

上記金額には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．リース料については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較の上、交渉により決定し 

ております。 

２．商品の販売については、他の販売先と同様の条件であります。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 167,349円50銭   

１株当たり当期純利益金額 17,489円96銭   

  

 

１株当たり純資産額 181,752円87銭 

１株当たり当期純利益金額 18,427円16銭 

  
 なお、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。 

 なお、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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当期純利益（千円） 360,572 379,894

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 360,572 379,894

期中平均株式数（株） 20,616.00 20,616.00

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり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 536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 463株） 

 

（企業結合等） 

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。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

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。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 
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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

５．仕入及び販売の状況 

(1)商品仕入実績 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

品目 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

カーエレクトロニクス 2,082,415 32.2 2,023,728 32.6 

タイヤ・ホイール 1,059,296 16.4 896,090 14.4 

車内用品・車外用品 968,908 15.0 953,136 15.3 

カースポーツ・モーターサイクル 842,742 13.0 950,671 15.3 

ピット・サービス工賃 201,598 3.1 223,549 3.6 

オイル・バッテリー 266,163 4.1 272,975 4.4 

中古カー用品 88,832 1.4 87,489 1.4 

自動車 957,657 14.8 809,558 13.0 

合計 6,467,614 100.0 6,217,200 100.0 

（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、板金塗装、車検・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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㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

(2)商品販売実績 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

品目 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

カーエレクトロニクス 2,766,934 27.5 2,520,598 24.9 

タイヤ・ホイール 1,625,460 16.1 1,746,065 17.3 

車内用品・車外用品 1,400,943 13.9 1,419,581 14.0 

カースポーツ・モーターサイクル 1,151,036 11.4 1,369,349 13.5 

ピット・サービス工賃 1,392,457 13.8 1,384,162 13.7 

オイル・バッテリー 518,508 5.2 562,269 5.6 

中古カー用品 182,145 1.8 188,783 1.9 

自動車 1,042,090 10.3 926,189 9.1 

合計 10,079,577 100.0 10,116,999 100.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．上記表の当事業年度の売上高には、ポイント引当金の計上による売上値引額27,919千円は含まれておりません。 

 

(3)地域別売上高 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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

（％） 

備考 

埼玉県 オートバックス川口店 1,009,610 10.0 940,098 9.3  

 オートバックス東浦和店 586,067 5.8 565,780 5.6  

 オートバックス北浦和店 896,919 8.9 881,868 8.7  

 スーパーオートバックスＴＯＤＡ 1,578,404 15.6 1,555,610 15.4  

 オートバックス走り屋天国 

セコハン市場上尾店 
194,544 1.9 200,349 2.0  

 スーパーオートバックス桶川 1,024,486 10.2 1,037,672 10.3  

 オートバックス坂戸店 762,547 7.6 730,565 7.2  

 オートバックス２５４朝霞店 593,395 5.9 556,543 5.5  

 スーパーオートバックス 

大宮バイパス 
1,308,988 13.0 1,245,014 12.3  

 営業本部 90,580 0.9 286,111 2.8 商品の卸売 

 小計 8,045,544 79.8 7,999,614 79.1  

東京都 オートバックス環七板橋店 855,151 8.5 851,562 8.4  

 スーパーオートバックス 

環七王子神谷 
1,178,881 11.7 1,265,822 12.5  

 小計 2,034,032 20.2 2,117,385 20.9  

 合計 10,079,577 100.0 10,116,999 100.0  

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．上記表の当事業年度の売上高には、ポイント引当金の計上による売上値引額27,919千円は含まれておりません。 

 

 

33



 

㈱バッファロー（3352）  平成20年３月期決算短信（非連結） 

６．その他 

(1) 役員の異動 

１． 代表者及び代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

 

２． 取締役の異動 

新任取締役候補 

取締役     高山 勇喜（現 執行役員管理本部総務部長） 

 

３． 監査役の異動 

a．新任監査役候補 

監査役     松田 貢（現 ㈱英揮情報システム顧問） 

    （注）監査役候補の松田貢氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者でありま

す。 

 

b． 退任予定監査役 

    監査役     樺山 享正（現 非常勤監査役） 

     

(2) その他 

該当事項はありません。 
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