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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 11,666 ― △646 ― △460 ― △177 ―
20年3月期第3四半期 18,114 △5.1 △865 ― △711 ― △388 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △31.92 ―
20年3月期第3四半期 △69.95 ―

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

21年3月期第3四半期 11,286 2,413 21.3 434.03
20年3月期 11,322 2,634 23.3 474.68

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,413百万円 20年3月期  2,634百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 15,590 △34.0 △825 ― △580 ― △315 ― △56.75

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２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) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．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、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって
大きく異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  5,551,000株 20年3月期  5,551,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  170株 20年3月期  95株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,550,841株 20年3月期第3四半期  5,550,947株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の下落がみられたものの、米国のサブプライム問題

による金融不安の影響、為替相場の円高等により企業収益も低迷するなど、景気の先行き不透明感により、個人消

費は力強さを欠きました。 

 このような状況の中、当社グループでは、自動車用品販売事業で品揃えの充実と積極的な販促活動を行い売上強

化に注力致しました。 

 一方で、不採算店舗の閉店を行い６月15日までに宇都宮店、土浦店、小山店、及びオイルボーイ３店舗（塩浜

店、津田沼店、三角町店）を閉店いたしました。 

 また、閉店し遊休資産となっていた固定資産の売却を進め、８月に旧土浦店、９月に旧宇都宮店、旧小山店、11

月に賃貸資産として運用していた旧野田店を売却し経営資源の集中を図りました。 

 その結果、当社グループの業績につきましては、自動車用品販売業界を取り巻く環境が予想以上に厳しく、売上

高は11,666百万円となりました。利益面につきましては、競争激化に伴う粗利率低下による売上総利益の減少もあ

り、地代家賃等の費用削減に努めたものの、経常損益は△460百万円となり、四半期純利益は有価証券及び固定資産

の売却益に加え事業構造改善引当金戻入益もあり△177百万円となりました。 

  

(1）財政状態 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は11,286百万円となり、前連結会計年度末比36百万円の減少、負債は

8,873百万円となり、前連結会計年度末比185百万円の増加、純資産は2,413百万円で、前連結会計年度末比221百万

円の減少となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比2.0ポイント減の21.3％となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、815百万円

となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は、97百万円となりました。主に税金等調整前四半期純損失によるものでありま

す。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果獲得した資金は、747百万円となりました。これは、主に投資有価証券の売却、閉店店舗不動産

の売却によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、392百万円となりました。これは、主に長期債務の返済によるものでありま

す。 

  

  当期の連結業績予想につきましては、 近の業績の動向等を踏まえ、平成20年11月４日に公表した業績予想を修

正致しました。本日公表の「業績予想の修正」に関するお知らせをご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

   

１．簡便な会計処理 

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法を採用しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 



   

（３）四半期連結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 

 １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっており

ましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この変更よる影響額はありません。 

３．リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、新規取引について

は、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この変更による影響額はありません。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 815,738 558,098

受取手形及び売掛金 601,974 513,374

商品 1,417,447 1,076,585

その他 246,267 335,156

貸倒引当金 △65 △47

流動資産合計 3,081,362 2,483,166

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,717,054 4,171,001

減価償却累計額 △1,352,693 △1,508,513

建物（純額） 2,364,361 2,662,488

土地 2,512,801 2,512,801

その他 2,322,377 2,366,622

減価償却累計額 △1,133,294 △1,433,704

その他（純額） 1,189,082 932,917

有形固定資産合計 6,066,245 6,108,207

無形固定資産 78,626 238,288

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,016,643 2,364,854

その他 50,970 225,061

貸倒引当金 △7,301 △96,616

投資その他の資産合計 2,060,313 2,493,299

固定資産合計 8,205,185 8,839,796

資産合計 11,286,548 11,322,963

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,572,716 846,282

短期借入金 454,927 3,351,435

未払法人税等 13,954 38,786

賞与引当金 38,652 98,775

事業構造改善引当金 79,778 314,131

その他 1,116,740 1,593,934

流動負債合計 3,276,768 6,243,345

固定負債   

長期借入金 4,928,817 2,032,400

その他 667,741 412,313

固定負債合計 5,596,559 2,444,714

負債合計 8,873,327 8,688,059



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 839,400 839,400

資本剰余金 1,000,044 1,000,044

利益剰余金 569,920 747,090

自己株式 △143 △87

株主資本合計 2,409,220 2,586,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 48,456

評価・換算差額等合計 － 48,456

新株予約権 4,000 －

純資産合計 2,413,220 2,634,903

負債純資産合計 11,286,548 11,322,963



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,666,532

売上原価 7,623,427

売上総利益 4,043,105

販売費及び一般管理費 ※  4,689,183

営業損失（△） △646,077

営業外収益  

附随業収入 264,192

受取手数料 129,708

その他 80,244

営業外収益合計 474,145

営業外費用  

支払利息 83,021

附随業原価 201,278

その他 4,700

営業外費用合計 289,000

経常損失（△） △460,933

特別利益  

固定資産売却益 216,644

投資有価証券売却益 111,404

貸倒引当金戻入額 10,781

事業構造改善引当金戻入額 104,043

特別利益合計 442,873

特別損失  

固定資産売却損 83,236

固定資産除却損 46,221

投資有価証券評価損 6,775

その他 5,700

特別損失合計 141,934

税金等調整前四半期純利益 △159,993

法人税、住民税及び事業税 20,637

法人税等調整額 △3,461

法人税等合計 17,176

四半期純利益 △177,169



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,292,963

売上原価 2,857,889

売上総利益 1,435,074

販売費及び一般管理費 ※  1,542,978

営業損失（△） △107,904

営業外収益  

附随業収入 76,084

受取手数料 37,981

その他 19,799

営業外収益合計 133,865

営業外費用  

支払利息 26,885

附随業原価 61,203

その他 △65

営業外費用合計 88,023

経常損失（△） △62,061

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,252

事業構造改善引当金戻入額 1,386

特別利益合計 4,638

特別損失  

固定資産売却損 83,236

固定資産除却損 39,427

その他 5,700

特別損失合計 128,364

税金等調整前四半期純利益 △185,788

法人税、住民税及び事業税 8,715

法人税等調整額 △1,563

法人税等合計 7,152

四半期純利益 △192,941



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △159,993

減価償却費 348,589

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,122

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89,297

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △234,353

受取利息及び受取配当金 △4,367

支払利息 83,021

固定資産売却損益（△は益） △133,407

有形固定資産除却損 46,221

投資有価証券売却損益（△は益） △111,404

投資有価証券評価損益（△は益） 6,775

売上債権の増減額（△は増加） △88,600

たな卸資産の増減額（△は増加） △340,862

仕入債務の増減額（△は減少） 726,434

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,186

リース資産減損勘定取崩額 △39,348

その他 31,666

小計 △1,863

利息及び配当金の受取額 4,316

利息の支払額 △66,897

法人税等の支払額 △32,749

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,194

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △829,082

無形固定資産の取得による支出 △14,580

固定資産の売却による収入 589,242

賃貸資産売却に伴う原価振替額 194,326

投資有価証券の売却による収入 197,457

敷金及び保証金の差入による支出 △736

敷金及び保証金の回収による収入 270,413

預り保証金の返還による支出 △76,895

預り保証金の受入による収入 417,390

その他 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー 747,237

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 7,500

長期借入金の返済による支出 △7,592

長期債務の返済による支出 △396,184

その他 3,873

財務活動によるキャッシュ・フロー △392,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,640

現金及び現金同等物の期首残高 558,098

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  815,738



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 当社グループは、前連結会計年度まで２期連続の経常損失、当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローにつ

いても２期連続してマイナスとなりました。当第３四半期連結累計期間においても、経常損失を計上し、営業キャ

ッシュ・フローもマイナスとなっております。また、資金面においては、平成20年５月30日に全ての取引金融機関

と締結した「債権者間協定書」に定めのある「協定からの離脱」条項（以下、「離脱条項」という。）に抵触する

可能性があります。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  離脱条項について、現状においては、直ちにこの離脱条項を適用し、当該協定から離脱することはない旨の意

向を全ての協定金融機関から得ております。 

 「債権者間協定書」に含まれる「経営改善計画」は、平成20年４月１日から平成23年３月31日の３年間にわたる

ものであり、この計画に従い、当第３四半期連結累計期間には、４月に投資有価証券の売却、６月には不採算店

舗の閉店（オートウェーブ３店舗、オイルボーイ３店舗）を完了するとともに、役員数の削減を実施しておりま

す。さらに閉店に伴い人件費を削減しております。８月及び９月には今回閉店３店舗の不動産を売却し、10月に

は旧野田店の賃貸不動産を売却しております。平成21年１月には「経営改善計画」に加え多摩境店を閉店しテナ

ント化しました。しかしながら、第３四半期連結累計期間では経常利益の黒字化には至っておりません。 

  当社グループは、「経営改善計画」の実施状況を踏まえ、当該状況を解消するために、集客による売上総利益

の拡大、本部人員の削減、家賃削減、遊休地返却、テナント開発のさらなる対策を講じていく所存です。また、

新山下店の大型新規テナント契約は、平成21年４月から収益に寄与する予定です。 

以上のような状況から、当社グループは、継続企業の前提に関する疑義は解消できるものと判断しておりま

す。四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

前連結会計年度においてアミューズメント事業を行っていた連結子会社を売却しておりますので、第１四半

期連結累計期間より自動車用品販売事業の単一事業となっており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

以上

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  18,114,763

Ⅱ 売上原価  12,294,478

売上総利益  5,820,285

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,685,659

営業利益  △865,374

Ⅳ 営業外収益  473,670

 附随業収入  239,587

 受取手数料  169,265

 その他  64,818

Ⅴ 営業外費用  319,557

 支払利息  96,282

 附随業原価  180,829

 その他  42,445

経常利益  △711,261

Ⅵ 特別利益  687,743

Ⅶ 特別損失  145,130

税金等調整前四半期純利益   △168,648

税金費用  219,636

四半期純利益  △388,284


	㈱オートウェーブ（2666）　平成21年３月期　第３四半期決算短信: ㈱オートウェーブ（2666）　平成21年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


