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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 10,314 △11.6 △561 ― △376 ― △647 ―
21年3月期第3四半期 11,666 ― △646 ― △460 ― △177 ―

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

22年3月期第3四半期 △89.47 ―
21年3月期第3四半期 △31.92 ―

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

22年3月期第3四半期 10,510 1,797 17.1 169.54
21年3月期 10,025 1,938 19.3 349.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,795百万円 21年3月期  1,938百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

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 13,310 ― △830 ― △590 ― △855 ― △104.90



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、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) 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、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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 10,601,000株 21年3月期  5,551,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  170株 21年3月期  170株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期  7,234,163株 21年3月期第3四半期 5,550,841株



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

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコカー・エコポイント等の景気対策の継続により一部持ち直

しの兆しが見えたものの、消費低迷による価格競争に伴いデフレ懸念が顕著にあらわれ、雇用情勢の悪化とともに、

依然として先行き不透明感があり、引き続き厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、当社グループでは、「平成21年度経営計画」に基づき、テナント開発、商品コストダウン、

本部人材を使った新組織の構築による新規ビジネスからの収益増、人件費の削減等に着手しております。

　テナント開発につきましては、４月に新山下店へヤマダ電機をテナントとして迎えいれ、複合店としてリニューア

ルオープン致しました。

　人件費の削減につきましては、５月より従業員の５～20％の給与カットを実施いたしました。

　商品別の売上につきましては、車検事業が昨年に引続き既存店前期比113.3％、車販売事業についても既存店前期比

114.6％と堅調な推移を果たしました。オーディオについては、既存店前期比111.0％と価格競争の厳しい中、売上面

で健闘いたしました。オイル・用品・スポーツ・カービューティについては、不振が続いており既存店前期実績を割

り込む形となっております。全体の売上については、既存店前期比3.1％ほどの減収となりました。

商品別の粗利額につきましては、車検事業及び車販売事業が売上とともに好調に推移し車検事業で既存店前期比

117.7％、車販売事業で既存店前期比114.1％となりました。オーディオについては、価格競争が激化したため売上は

既存店前期比を上回ったものの、粗利額では、既存店前期比98.0％となりました。タイヤについては、売上が既存店

前期実績の97.2％となったものの、粗利額では、既存店前期比100.0％と健闘いたしました。その他の事業につきまし

ては、売上とともに不振が続いており、全体の粗利額については、既存店前期比10.7％ほどの減益となりました。

　以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は10,314百万円（前期比11.6％減少）、経

常利益は△376百万円（前期比83百万円改善）、四半期純利益は△647百万円（前期比470百万円悪化）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（1）財政状態

当第３四半期末の総資産は10,510百万円となり、前連結会計年度末比484百万円の増加、負債は8,713百万円となり、

前連結会計年度末比625百万円の増加、純資産は1,797百万円で、前連結会計年度末比140百万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2.2ポイント減の17.1％となりました。

　（2）キャッシュフローの状況

当第３四半期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、256百万円となり、前期連

結会計年度末と比較して241百万円の減少となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少した資金は、696百万円(前年同期比616.5％支出増）となりました。主なマイナス要因は、税

金等調整前当期純損失623百万円、たな卸資産の増加額140百万円等であり、主なプラス要因は、減価償却費292百万

円、仕入債務の増加額126百万円等であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、７百万円(前年同期は747百万円の増加）となりました。主なマイナス要因は、

有形固定資産の取得による支出904百万円等であり、主なプラス要因は、長期預り保証金受入による収入869百万円

等であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は、462百万円(前年同期は392百万円の支出）となりました。これは主に新株式の発

行477百万円によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間において、「平成21年度経営計画」に取り組み、経費削減による収益改善策は、計画通

り進捗しておりますが、予想外の収益環境の悪化により、売上高及び粗利額が計画比に大幅未達となり、経常利益に

ついても計画数値に至っていない状況です。

当社は、平成21年10月22日に実施された第三者割当による505百万円の新株式発行の払込増資、平成22年１月21日に

行使された第三者割当新株予約権60百万による新株式発行があり、当面の資金繰りを確保しております。

「平成21年度経営計画」の実施状況を踏まえ、現在の収益環境に応じた緩やかな売上構築で、粗利を確実に確保し、

同時に大幅なコスト削減計画を強力に推し進め、事業計画の統制管理が行なえる指導体制を構築してまいります。具

体的には、事業のスリム化を狙い、希望退職者の募集を行い、募集人員130名に対し、85名の応募があり、平成22年１

月25日付けで75名の退社、平成22年３月15日付けで10名の退社を確定させております。また、不採算店舗の店舗リス

トラを行い、一店舗の閉店を平成22年３月に実施することなどを計画しております。



なお、平成22年３月期の連結業績につきましては、平成22年２月５日付で公表いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」から変更はありません。

 

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）

　該当事項はありません。

（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

　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

下げを行な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。

（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

　表示方法の変更

　（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「長期預り敷金保証

金」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、

前第３四半期連結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「長期預り敷金保証金」は553,525千円でありま

す。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

　継続企業の前提に関する注記について

  当社グループは、前連結会計年度まで３期連続の経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローに

ついても３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、四半期純損失を

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、資金面においても、当社は、平成20年５月30日付の全ての取引金融機関との「債権者間協定書」の締結に

より、平成22年７月31日までの借入金債務の返済の猶予を受けております。しかしながら、金融機関からの平成22

年７月31日以降の資金支援については引続き協議を行っており、その後も継続して資金支援を得られるか不透明な

状況にあります。

  当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社は、当該状況を解消するために、平成21年10月に第三者割当による505百万円の新株式発行の払込増資を行

い、平成22年１月には同時に募集した新株予約権の一部行使により60百万の新株式発行もあり、当面の資金繰りを

確保しております。また、事業のスリム化を狙い、平成22年１月には希望退職者の募集を行い、85名の応募があり、

当期中の退職が確定しております。さらに来年度についても、成長分野への経営資源の重点投入をおり込んだ、

「平成22年度経営計画」を、現在、策定中であります。



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 256,434 497,533

受取手形及び売掛金 468,646 438,661

商品及び製品 994,276 853,342

その他 315,007 199,644

貸倒引当金 △24,312 △504

流動資産合計 2,010,051 1,988,677

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,835,970 3,638,819

減価償却累計額 △1,530,207 △1,389,762

建物（純額） 3,305,763 2,249,056

土地 2,512,186 2,512,801

その他 1,555,168 2,250,922

減価償却累計額 △1,068,168 △1,112,632

その他（純額） 487,000 1,138,290

有形固定資産合計 6,304,950 5,900,149

無形固定資産 61,762 75,511

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,074,715 2,026,526

その他 44,174 45,756

貸倒引当金 △8,167 △10,843

投資その他の資産合計 2,110,723 2,061,439

固定資産合計 8,477,436 8,037,100

繰延資産 23,145 －

資産合計 10,510,633 10,025,777

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 922,821 796,287

短期借入金 313,560 455,307

未払法人税等 27,520 22,148

賞与引当金 6,590 61,804

事業構造改善引当金 134,293 67,363

その他 683,701 1,006,334

流動負債合計 2,088,486 2,409,245

固定負債   

長期借入金 5,065,624 4,927,677

長期預り敷金保証金 1,451,145 643,310

その他 108,070 107,531

固定負債合計 6,624,840 5,678,518

負債合計 8,713,326 8,087,764



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,091,900 839,400

資本剰余金 1,252,544 1,000,044

利益剰余金 △548,493 98,713

自己株式 △143 △143

株主資本合計 1,795,806 1,938,013

新株予約権 1,500 －

純資産合計 1,797,306 1,938,013

負債純資産合計 10,510,633 10,025,777



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 11,666,532 10,314,438

売上原価 7,623,427 6,989,005

売上総利益 4,043,105 3,325,433

販売費及び一般管理費 4,689,183 3,887,210

営業損失（△） △646,077 △561,777

営業外収益   

附随業収入 264,192 484,472

受取手数料 129,708 95,268

その他 80,244 80,563

営業外収益合計 474,145 660,305

営業外費用   

支払利息 83,021 94,945

附随業原価 201,278 375,835

その他 4,700 4,738

営業外費用合計 289,000 475,519

経常損失（△） △460,933 △376,992

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 5,400

事業構造改善引当金戻入額 104,043 1,688

特別利益合計 442,873 7,088

特別損失   

固定資産売却損 83,236 －

固定資産除却損 46,221 7,783

投資有価証券評価損 6,775 2,763

貸倒引当金繰入額 － 26,496

減損損失 － 120,245

事業構造改善引当金繰入額 － 93,287

その他 5,700 3,242

特別損失合計 141,934 253,818

税金等調整前四半期純損失（△） △159,993 △623,722

法人税、住民税及び事業税 20,637 25,602

法人税等調整額 △3,461 △2,117

法人税等合計 17,176 23,484

四半期純損失（△） △177,169 △647,206



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △159,993 △623,722

減価償却費 348,589 292,664

減損損失 － 120,245

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,122 △55,214

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89,297 21,132

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △234,353 66,930

リース資産減損勘定取崩額 △39,348 △34,876

受取利息及び受取配当金 △4,367 △3,007

支払利息 83,021 94,945

固定資産除売却損益（△は益） △87,186 7,672

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 2,763

売上債権の増減額（△は増加） △88,600 △29,985

たな卸資産の増減額（△は増加） △340,862 △140,933

仕入債務の増減額（△は減少） 726,434 126,534

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,186 △108,818

前受金の増減額（△は減少） － △243,267

その他 31,666 △49,172

小計 △1,863 △556,108

利息及び配当金の受取額 4,316 2,940

利息の支払額 △66,897 △114,632

法人税等の支払額 △32,749 △28,622

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,194 △696,423

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 △904,100

無形固定資産の取得による支出 △14,580 △5,420

固定資産の売却による収入 589,242 1,697

賃貸資産売却に伴う原価振替額 194,326 135,814

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 △150,302

敷金及び保証金の回収による収入 270,413 102,112

預り保証金の返還による支出 △76,895 △54,424

預り保証金の受入による収入 417,390 869,575

その他 △300 △2,495

投資活動によるキャッシュ・フロー 747,237 △7,543

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 △3,800

長期債務の返済による支出 △396,184 △12,628

株式の発行による収入 － 477,892

新株予約権の発行による収入 － 1,500

その他 3,873 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー △392,402 462,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,640 △241,099

現金及び現金同等物の期首残高 558,098 497,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 815,738 256,434



（４）継続企業の前提に関する注記

当社グループは、前連結会計年度まで３期連続の経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フロー

についても３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、四半期純損

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。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「債権者間協定書」を締結したことで、平成22年７月31日までの資金支援を受けております。

「平成21年度経営計画」の中の経費削減による収益改善策は計画通り進捗しましたが、予想外の収益環境の悪化

により、売上高及び粗利額が計画比に大幅未達となり、376百万円の経常赤字が生じました。このため、「債権

者間協定書」に定めのある「協定からの離脱」に抵触する可能性があり、その後も継続して資金支援を得られる

か不透明な状況にあります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

います。

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消するために、現在の収益環境に応じた緩やかな売

上構築で、粗利を確実に確保し、同時に大幅なコスト削減計画を強力に推し進め、事業計画の統制管理が行なえ

る指導体制を構築してまいります。事業のスリム化を狙い、希望退職者の募集を行い、募集人員130名に対し、

85名の応募があり、平成22年１月25日付けで75名の退社、平成22年３月15日付けで10名の退社を確定させており

ます。不採算店舗の店舗リストラを行い、一店舗の閉店を平成22年３月に実施する予定です。また、平成21年10

月22日に実施された第三者割当による505百万円の新株払込増資、平成22年１月21日に行使された第三者割当新

株予約権60百万円による新株式発行があり、当面の資金繰りを確保しております。来年度は、年度内の店舗閉

鎖・人員削減により、当年度経常損失に見合うコスト削減を見込んでおりますが、成長分野への経営資源の重点

投入をおり込んだ、「平成22年度経営計画」を、現在、策定中であります。また、全金融機関と当社の間で「債

権者間協定書」の再締結を通じた継続的な資金支援を依頼しております。これらの対応策による限りでは、一年

間の資金繰りに問題はありません。

当社グループは、これらの対応策を実行中ですが、事業環境の悪化や収益化体質への転換が進まない場合もあ

り、また、全金融機関と平成22年７月31日以降の資金支援について協議を行ないながら進めていくという状況で

あるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表に反映していません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年12月31日）　

当連結グループは自動車用品販売事業の単一事業となっており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事

項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　　前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21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。

〔海外売上高〕

　前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成21年10月22日を払込期日とする有償第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそれぞれ252

百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が1,091百万円、資本準備金が1,252百万円となっ

ております。



６．その他の情報

　（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　　至　平成21年12月31日）

（新株予約権行使に関する事項）

平成21年10月22日に発行いたしました当社第２回新株予約権について、平成22年１月21日に30個の行使がありま

した。

 

１．行使の内容

（１）行使日　　　　　　　　　　平成22年１月21日

（２）行使価格　　　　　　　　　200円

（３）行使新株予約権の個数　　　30個

（４）株式の種類　　　　　　　　普通株式

（５）交付株式数　　　　　　　　300,000株

（６）行使価格総額　　　　　　　60百万円

（７）新株予約権の未行使総数    120個

（８）増加する資本金　　　　　　30百万円

（９）増加する資本準備金　　　　30百万円

 

２．資金の使途

取引先への差入保証金に充当するとともに、今後成長を期待している自動車販売の中古車買取資金に活用する方

針であります。

 

 

（連結子会社３社の吸収合併に関する事項）

当社は平成22年１月20日開催の取締役会において、当社の100％子会社である株式会社シー・エフ・シーを平成

22年３月８日を効力発生予定日として、株式会社シーエムサウンド、株式会社ばるクルの２社を平成22年４月１日

を効力発生予定日として吸収合併することについて決議いたしました。

 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容、結合企業の法的形式、結合後企業の名称、取引の

目的を含む取引の概要

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容

①株式会社オートウェーブ

事業の内容　　カー用品の販売及びメンテナンス

②株式会社シー・エフ・シー

事業の内容　　自動車オイルの卸売

③株式会社シーエムサウンド

事業の内容　　カーエレクトロニクスの卸売

④株式会社ばるクル

事業の内容　　リサイクル品のネット販売

（２）結合企業の法的形式

株式会社オートウェーブを存続会社として、株式会社シー・エフ・シー、株式会社シーエムサウンド、株式

会社ばるクルの３社を消滅会社とする吸収合併方式であります。

（３）結合後の企業名称

株式会社オートウェーブ

（４）取引の目的を含む取引の概要

当社グループは、主要事業としている株式会社オートウェーブに経営資源を集約することによって、経営の

効率化を図るとともに、商品の調達から販売までの一貫した体制を強化することを目的として、子会社３社を

吸収合併することを決定いたしました。

 

２．会計処理の概要

本吸収合併は「企業結合に係る会計基準」及び「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」

に基づき共通支配下の取引として会計処理を行います。


	㈱オートウェーブ（2666）平成22年３月期 第３四半期決算短信: ㈱オートウェーブ（2666）平成22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 -


