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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

当連結会計年度におけるわが国経済は、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、政府支援策

によるエコカー減税・エコカー補助金等により一部持ち直しの兆しが見えたものの、原油や原材料の価格が再高騰す

るなど、企業収益を圧迫する要因もみられ、依然として消費回復の先行き不透明感が解消されず、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いたしました。

テナント開発につきましては、平成21年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し計画通り成果を収め、商品コストダウンも保証金の活用により計画通り推移しました。新規ビ

ジネスによる収益増も計画を下回りましたが、所定の成果を収めております。

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、１月に希望退職者の募集を行い、85名の

応募があり、当初計画以上の人件費削減を行いました。

その他、浦和122店を３月に閉店し、不採算店の合理化を行いました。

商品別の売上につきましては、車検事業が既存店前期比113.4％、車販売事業が既存店前期比130.6％となるなど、

堅調に推移いたしました。また、オーディオ販売は、既存店前期比101.5％となるなど、価格競争の厳しい環境におい

ても売上面で健闘いたしましが、それ以外の事業は、消費低迷による売上不振により既存店前期実績を割り込む形と

なったため、全体売上は、既存店前期比7.3％の減収となりました。

商品別の粗利額につきましては、車検事業で既存店前期比119.9％、車販売事業で既存店前期比125.1％となり好調

に推移しました。オーディオ販売については、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93.0％となり、それ以外の事業につきましても、売上不振により粗利額は減少しており、全体

の粗利額については、既存店前期比12.6％の減益となりました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は13,294百万円（前期比14.5％減少）、経常利益は△

535百万円（前期比231百万円改善）、当期純利益は△895百万円（前期比246百万円悪化）となりました。

 

（来期の見通し）

次期の見通しにつきましては、当連結会計年度に行った経費削減策を持続させながら、当社グループ内で成長を続

ける車販売事業と車検事業へ大規模なリソース集中を行い、収益構造の転換を行う内容を骨子とした「平成22年度改

善計画」に着手しており、次期中の経常赤字脱却を計画しております。

この「平成22年度改善計画」を実行することにより、売上高11,944百万円、経常利益1百万円、当期純利益△196百

万円を見込んでおります。

 

 

－ 1 －



(2）財政状態に関する分析

（資産、負債及び純資産の状況）

①　資産

  流動資産は、前連結会計年度末対比140百万円（7.1％）減少し、1,848百万円となりました。これは主として、規模

の縮小による取引高減少に伴う商品及び製品140百万円の減少や、受取手形及び売掛金126百万円の減少によるもので

あります。

  固定資産は、前連結会計年度末対比443百万円（5.5％）増加し、8,480百万円となりました。これは主として、新山

下店テナント開発による有形固定資産の増加や、差入敷金保証金の増加によるものであります。

　    繰延資産は、株式交付費として36百万円を計上しております。

  この結果、総資産は、前連結会計年度末対比339百万円（3.4％）増加し、10,365百万円となりました。

②　負債

  流動負債は、前連結会計年度末対比969百万円（40.3％）減少し、1,439百万円となりました。これは主として、金

融機関との「債権者間協定書」による、短期借入金から長期借入金への振替額447百万円の減少や、前受金278百万円

の減少によるものであります。

  固定負債は、前連結会計年度末対比1,045百万円（18.4％）増加し、6,724百万円となりました。これは主として、

テナント用ビル建設に伴う預り保証金の増加によるものであります。

  この結果、負債合計は、前連結会計年度末対比75百万円（0.9％）増加し、8,163百万円となりました。

③　純資産

  純資産は、新株式の発行による資本金の増などにより、前連結会計年度末対比263百万円（13.6％）増加し、2,201

百万円となりました。

　

〔キャッシュ・フローの概況〕

  当連結会計年度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、前連結会計年度末対比33百

万円（6.7％）増加し、530百万円となりました。

当連結会計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）

  営業活動の結果使用した資金は、724百万円（前期比106.6％減）となりました。主な項目としては、資金減少項

目として税金等調整前当期純損失871百万円、前受金の減少額278百万円等があり、資金増加項目として減価償却費

379百万円、たな卸資産の減少140百万円等があります。

  (投資活動によるキャッシュ・フロー)

  投資活動の結果使用した資金は、173百万円（前期は752百円の収入）となりました。主な項目としては、資金減

少項目として有形固定資産の取得による支出904百万円等があり、資金増加項目として預り保証金の受入額869百万

円等があります。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動の結果得られた資金は、931百万円（前期は462百万円の支出）となりました。主な項目としては、資金

減少項目として借入金の返済による支出177百万円等があり、資金増加項目として新株式の発行による収入1,121百

万円があります。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、会社の競争力を強化しつつ、株主資本の拡充と株主資本利益率の向上を図ることにより、株主各

位に対する配当水準の維持及び向上に努めることを基本方針としております。

  期末配当につきましては、当期の業績が極めて厳しいものとなっており、誠に遺憾ながら見送りとさせていただき

ます。

  また、次期についても、事業再構築の過程にあり無配を予定しております。

 

(4）事業等のリスク及び継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、当事業年度まで４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４期連続してマイナスとなりました。

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猶予を受けております。

当社グループは、当該状況を解消すべく、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３月15日までに第二回新株予約権行使300百万円、さらに、平成22年３月23日に第三者割当によ

る352百万円の新株払込増資を実施し、債務圧縮を図るとともに、当面の資金繰りを確保いたしました。
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また、平成22年５月31日に全ての取引金融機関と「債権者間協定書」を再締結する見込みであり、平成23年７月31

日までの支援継続を受ける予定です。

しかしながら、当社グループは、「平成22年度改善計画」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、現時点では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。

 

２．企業集団の状況

当社グループは当社及び子会社５社(内連結４社）で構成され、自動車用品の販売及びそれに付随するサービス（取

付け、整備及び車検等）を主な事業の内容としております。

  当社グループの事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。

  当社は一般消費者に対して、自動車用品の販売を行っております。当社の仕入先は、外部一般自動車用品卸売業者

の他、㈱シーエムサウンド（カーナビゲーション、カーオーディオ等）から仕入れております。車検及び整備は㈱ベ

ルガレージに委託しております。㈱ばるクルは、主として当社で買い取った中古自動車用品を販売しております。㈱

シー・マークは、当社より仕入れた商品を販売しております。

　なお、当社は平成22年３月８日、㈱シー・エフ・シーを吸収合併いたしました。

  当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 

　

　（1）企業集団等の事業系統図

 

商品仕入 

（㈱オートウェーブか

らの商品仕入） 
商品仕入 

商品販売 商品販売 

商品販売 

一 般 消 費 者           

商品仕入 

商品仕入 

商品仕入 

 

当  社 （自動車用品の販売及びそれに付随するサービス） 

メ ー カ ー 及 び 卸 売 業 者                 

㈱ベルガレージ 

（連 結 子 会 社      ） 

印は商品・サービスの流れを表しております。 

 
（注） 

㈱ばるクル 
（連 結 子 会 社      ） 

㈱シー・マーク 
（連 結 子 会 社      ） 

㈱シーエムサウンド 

（連 結 子 会 社      ） 

委託 サービス 
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（2）関係会社の明細

 

名   称 住   所

資本金

又は出資金

（千円）

主要な事業の

内容　

議決権の

所有（被所有）割合
関 係 内 容　

所有割合

（％）　

被所有割合

（％）　

㈱ベルガレージ 千葉市花見川区　 60,000
自動車用品の

販売事業　
100.0 -　 車検及び整備の委託、設備の賃貸借

㈱シーエムサウンド 千葉市稲毛区 10,000
自動車用品の

販売事業　
100.0 -　

役員の兼任、カーナビゲーション・カーオー

ディオ等の仕入、資金貸付、設備の賃貸借

㈱ばるクル 千葉市花見川区　 10,000
自動車用品の

販売事業　
100.0 -　

不動産の賃貸借、カーオーディオ用品の仕入、

売上、資金貸付

㈱シーマーク 千葉市稲毛区　 30,000
自動車用品の

販売事業　
82.8 -　 営業上の取引　

 

３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、多くのお客様へ自動車用品の販売及び取付けから、車検、整備やポリマー加工、洗車に至るまで

の自動車に関するあらゆるサービスを通して、より豊かで快適なカーライフの実現に貢献することを基本方針として

おります。

  この経営方針のもと、経営基盤の拡充及び経営の効率化を図り、企業価値を高めることにより株主各位に報いてま

いります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、売上高総利益率及び在庫回転率の維持・向上を図るとともに、店舗毎のコストパフォーマンスを

重視した経営により、収益体質の強化に努めて参ります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

当社グループは、当事業年度まで４期連続の経常損失及び当期純損失を計上し、平成20年５月に策定した「経営改

善計画」に対しても大幅な乖離が生じていることから、早急な経営改善が求められております。　こうした経営上の

課題に対処すべく、当事業年度に行った経費削減策を持続させながら、当社グループ内で成長を続ける車販売事業と

車検事業へ大規模なリソース集中を行い、カー用品事業の落込みに歯止めをかけながら収益構造の転換を行う内容を

骨子とした「平成22年度改善計画」に取り組んでおり、営業戦略と経営戦略は下記の通りです。

営業戦略

徹底的なお客様志向で取り組みます。

成長分野へリソースを集中することによる収益構造の転換を図ります。

店舗指導体制を強化して店舗毎に営業利益の改善を行います。

経営戦略

高止まりしている地代家賃の適正化を早急に進めます。

経営体制を刷新することにより迅速で的確な意思決定を行います。

 

－ 4 －



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 497,533 530,740 

受取手形及び売掛金 438,661 312,547 

商品及び製品 853,342 712,444 

繰延税金資産 4,578 3,097 

その他 195,065 289,767 

貸倒引当金 △504 △587 

流動資産合計 1,988,677 1,848,011 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  4,274,160 ※1  5,547,918 

減価償却累計額 △1,883,753 △2,097,389 

建物及び構築物（純額） 2,390,407 3,450,528 

機械装置及び運搬具 130,112 132,330 

減価償却累計額 △112,635 △104,122 

機械装置及び運搬具（純額） 17,476 28,207 

工具、器具及び備品 ※2  974,944 ※2  624,201 

減価償却累計額 △506,006 △434,913 

工具、器具及び備品（純額） 468,938 189,288 

土地 ※1  2,512,801 ※1  2,512,186 

建設仮勘定 510,525 － 

有形固定資産合計 5,900,149 6,180,210 

無形固定資産   

その他 75,511 49,691 

無形固定資産合計 75,511 49,691 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,763 － 

敷金及び保証金 2,026,526 2,214,720 

繰延税金資産 3,744 856 

その他 39,248 74,073 

貸倒引当金 △10,843 △39,237 

投資その他の資産合計 2,061,439 2,250,414 

固定資産合計 8,037,100 8,480,315 

繰延資産   

株式交付費 － 36,859 

繰延資産合計 － 36,859 

資産合計 10,025,777 10,365,186 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 796,287 698,518 

短期借入金 ※1  455,307 ※1  7,752 

未払法人税等 22,148 25,662 

繰延税金負債 1,017 － 

賞与引当金 61,804 7,330 

ポイント引当金 － 21,576 

事業構造改善引当金 67,363 88,786 

訴訟損失引当金 － 51,000 

その他 1,005,316 538,817 

流動負債合計 2,409,245 1,439,443 

固定負債   

長期借入金 ※1  4,927,677 ※1  5,197,917 

長期預り敷金保証金 643,310 1,296,027 

長期前受収益 － 136,557 

長期リース資産減損勘定 107,531 93,693 

固定負債合計 5,678,518 6,724,195 

負債合計 8,087,764 8,163,639 

純資産の部   

株主資本   

資本金 839,400 1,418,675 

資本剰余金 1,000,044 1,579,319 

利益剰余金 98,713 △796,302 

自己株式 △143 △143 

株主資本合計 1,938,013 2,201,547 

純資産合計 1,938,013 2,201,547 

負債純資産合計 10,025,777 10,365,186 



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 15,551,117 13,294,639 

売上原価 10,384,511 9,099,920 

売上総利益 5,166,605 4,194,719 

販売費及び一般管理費 ※1  6,147,560 ※1  4,918,368 

営業損失（△） △980,954 △723,648 

営業外収益   

受取利息 4,937 4,376 

受取配当金 1,096 － 

附随業収入 344,831 657,276 

受取手数料 168,666 124,411 

その他 96,724 98,466 

営業外収益合計 616,256 884,531 

営業外費用   

支払利息 109,511 122,045 

附随業原価 278,245 561,557 

その他 14,731 13,278 

営業外費用合計 402,489 696,881 

経常損失（△） △767,187 △535,998 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  216,644 － 

投資有価証券売却益 111,404 － 

貸倒引当金戻入額 7,238 5,400 

事業構造改善引当金戻入額 109,443 － 

特別利益合計 444,731 5,400 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  83,236 ※3  1,129 

固定資産除却損 ※4  46,772 ※4  6,653 

投資有価証券評価損 7,236 － 

関係会社株式評価損 4,893 － 

特別退職金 － 40,747 

訴訟損失引当金繰入額 － 51,000 

事業構造改善引当金繰入額 － 50,292 

減損損失 ※5  146,411 ※5  128,345 

その他 14,736 63,181 

特別損失合計 303,286 341,350 

税金等調整前当期純損失（△） △625,741 △871,949 

法人税、住民税及び事業税 23,795 19,714 

法人税等調整額 △1,159 3,351 

法人税等合計 22,635 23,066 

当期純損失（△） △648,377 △895,015 



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 839,400 839,400 

当期変動額   

新株の発行 － 579,275 

当期変動額合計 － 579,275 

当期末残高 839,400 1,418,675 

資本剰余金   

前期末残高 1,000,044 1,000,044 

当期変動額   

新株の発行 － 579,275 

当期変動額合計 － 579,275 

当期末残高 1,000,044 1,579,319 

利益剰余金   

前期末残高 747,090 98,713 

当期変動額   

当期純損失（△） △648,377 △895,015 

当期変動額合計 △648,377 △895,015 

当期末残高 98,713 △796,302 

自己株式   

前期末残高 △87 △143 

当期変動額   

自己株式の取得 △56 － 

当期変動額合計 △56 － 

当期末残高 △143 △143 

株主資本合計   

前期末残高 2,586,447 1,938,013 

当期変動額   

新株の発行 － 1,158,550 

当期純損失（△） △648,377 △895,015 

自己株式の取得 △56 － 

当期変動額合計 △648,433 263,534 

当期末残高 1,938,013 2,201,547 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 48,456  

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,456 － 

当期変動額合計 △48,456 － 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 48,456  

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,456 － 

当期変動額合計 △48,456 － 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 2,634,903 1,938,013 

当期変動額   

新株の発行 － 1,158,550 

当期純損失（△） △648,377 △895,015 

自己株式の取得 △56 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,456 － 

当期変動額合計 △696,889 263,534 

当期末残高 1,938,013 2,201,547 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △625,741 △871,949 

減価償却費 449,378 379,840 

減損損失 146,411 128,345 

リース資産減損勘定取崩額 △53,356 △49,253 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △246,768 21,423 

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,970 △54,474 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △85,316 28,476 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 51,000 

受取利息及び受取配当金 △6,033 △4,376 

支払利息 109,511 122,045 

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） 12,129 2,763 

固定資産除売却損益（△は益） △86,635 7,672 

前受金の増減額（△は減少） － △278,096 

売上債権の増減額（△は増加） 74,712 126,114 

たな卸資産の増減額（△は増加） 223,242 140,897 

仕入債務の増減額（△は減少） △49,995 △97,768 

未払消費税等の増減額（△は減少） 42,942 △130,094 

その他 △15,997 △100,702 

小計 △259,891 △578,136 

利息及び配当金の受取額 5,966 4,401 

利息の支払額 △66,909 △128,896 

法人税等の支払額 △29,933 △22,177 

営業活動によるキャッシュ・フロー △350,767 △724,808 

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 △967,789 △904,762 

無形固定資産の取得による支出 △19,305 △6,920 

固定資産の売却による収入 589,242 1,254 

賃貸資産売却に伴う原価振替額 264,268 173,889 

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 △37,674 △362,811 

敷金及び保証金の回収による収入 296,484 174,616 

預り保証金の返還による支出 △78,110 △80,300 

預り保証金の受入による収入 508,390 869,575 

長期貸付けによる支出 － △30,000 

その他 △326 △8,175 

投資活動によるキャッシュ・フロー 752,638 △173,633 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △4,560 

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 △8,352 △172,754 

長期債務の返済による支出 △461,457 △12,628 

株式の発行による収入 － 1,121,690 

自己株式の取得による支出 △56 － 

配当金の支払額 △70 △97 

財務活動によるキャッシュ・フロー △462,436 931,650 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,565 33,207 

現金及び現金同等物の期首残高 558,098 ※1  497,533 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  497,533 ※1  530,740 



継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において、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。しかし

ながら、「債権者間協定書」に含まれる「経営改善計画」

（平成20年４月１日から平成23年３月31日の３年間）に

取り組みましたが、不採算店舗の閉店、資産売却、経費

削減は、計画通り進捗したものの、外部環境の急速な悪

化もあり、トップラインの粗利額が、計画比大幅な未達

となり、経常利益にて大幅な乖離が発生いたしました。

このため、「債権者間協定書」に定めのある「協定から

の離脱」（以下、「離脱条項」という。）に抵触し、協

定金融機関が離脱する可能性があります。また、金融機

関から新たな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。

  連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消

すべく、「平成21年度経営計画」に着手しております。

この計画は、来期について既に確定している経営の改善

項目を明確にし、蓋然性の高い計画数値としております。

具体的には、既に確定している家賃削減、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、人件費の削減等で基本的

な収益改善のロジックを組んでおります。また、トップ

ラインの粗利額構築についても、当連結会計年度の反省

を踏まえ、より当社グループとしての強みのある商品群

を明確化し、確実に粗利を確保していくという方針に切

替えております。離脱条項については、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確認文書を

全ての協定金融機関から得ております。「平成21年度経

営計画」では、今後一年間の資金繰りに問題はありませ

んが、短期的な資金不足に対しては、主力金融機関につ

なぎ融資などの資金支援をお願いする予定であります。

  しかしながら、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、主力金融機関から新たな資金

支援についても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、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

連結財務諸表に反映しておりません。

当社グループは、当連結会計年度まで４期連続の経常

損失及び当期純損失を計上しております。「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、535,998千円の

経常赤字が生じました。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。

当社グループは、当該状況を解消すべく、資金対策と

して、平成21年10月22日に第三者割当増資505,000千円、

平成22年３月15日までに第二回新株予約権権利行使

300,000千円、さらに、平成22年３月23日に第三者割当に

よる352,050千円の新株払込増資を実施し、債務圧縮を図

るとともに、当面の資金繰りを確保しました。損益改善

策としては、事業のスリム化を狙い、希望退職者募集に

より、平成22年１月25日付け75名、平成22年３月25日付

け10名が退社し、不採算の浦和店を平成22年３月15日に

閉店しました。

「平成22年度経営計画」は、現在の収益環境に応じた

緩やかな売上構築で、店舗閉鎖・人員・賃借料等経費削

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、車販売事業と車検事業を主軸にした成長分野へ

事業展開するものであります。また、平成22年５月31日

までに全ての取引金融機関と「債権者間協定書」の締結

を予定しており、平成23年７月31日までの支援の継続を

受けることになります。「平成22年度経営計画」では、

今後一年間の資金繰りに問題はありません。

しかしながら、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、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、連結計算書類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

連結計算書類には反映しておりません。

－ 5 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は㈱ベルガレージ、㈱シー・

エフ・シー、㈱シーエムサウンド、㈱ばる

クル及び㈱シー・マークの５社であります。

　なお、CFC U.S.A.,INCは、連結財務諸表

に与える影響が著しく僅少であるため、連

結の範囲から除外しております。

　連結子会社は㈱ベルガレージ、㈱シー・

エフ・シー、㈱シーエムサウンド、㈱ばる

クル及び㈱シー・マークの５社であります。

㈱シー・エフ・シーは平成22年３月８日

に当社が吸収合併をしております。従っ

て、㈱シー・エフ・シーについては、合

併日までの損益のみを連結しております。

　なお、CFC U.S.A.,INCは、連結財務諸表

に与える影響が著しく僅少であるため、連

結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用会社はありません。

　CFC U.S.A.,INCについては、連結の範囲

から除いた理由により持分法を適用してお

りません。

同左

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、㈱ベルガレージ、㈱

シー・エフ・シーの決算日は、２月末日で

あります。また㈱シー・マークの決算日は、

12月末日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、同決算日以降連結会計年度末まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち、㈱ベルガレージの決

算日は、２月末日であります。また㈱

シー・マークの決算日は、12月末日であり

ます。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、同決算日以降連結会計年度末まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

イ　有価証券

その他有価証券

 時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ロ　たな卸資産

商品及び製品

主として移動平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）

　（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「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日公表分）を適用し

ております。

　これにより、営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失は、それぞれ

40,740千円増加しております。

ロ　たな卸資産

商品及び製品

同左

　

　

──────
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項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法

　ただし、賃貸資産及び平成10年４月１

日以降取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によっておりま

す。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 

 

 建物及び構築物 ７～34年

工具器具及び備品 ２～８年

  

  

 ロ　無形固定資産(リース資産を除く）

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

ロ　無形固定資産(リース資産を除く）

同左

 ハ　リース資産

　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、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引につ

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。

ハ　リース資産

　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。

（当連結会計年度末では該当事項はあり

ません）

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引につ

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。

　（3）繰延資産の処理方法 ──────

 

 

イ　株式交付費

　３年間で均等償却しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権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。

イ　貸倒引当金

同左

 

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当連結会計年度の

負担見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 

──────

 

──────

ハ　ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に付与したポ

イトの将来の使用に伴う費用発生に備え

るため、使用実績率に基づいて見積った

額をポイント引当金として計上しており

ます。　

　（表示方法の変更）

前事業年度において未払費用に含めてお

りましたポイント引当金相当額は、ポイン

ト引当金の会計処理に関する慣行が定着し

てきたことを踏まえ、ポイント引当金とし

て区分表示することといたしました。

　なお、前事業年度末における未払費用に

含めていたポイント引当金相当額は15,105

千円であります。

 

ニ　事業構造改善引当金

事業の構造改善に伴い発生する損失に

備えるため、合理的に見積もられる金額

を計上しております。

ニ　事業構造改善引当金

同左

 

　(追加情報）

当該引当金は、前期においては、「事

業再構築引当金」として表示しておりま

したが、当期よりＥＤＩＮＥＴシステム

において財務諸表表示にＸＢＲＬが導入

されたため、同システムと科目表示を統

一するため、表示方法を変更しておりま

す。

──────

 

 

──────

 

ホ　訴訟損失引当金

現在係争中の訴訟より発生する可能性

のある損失につき、合理的に見積もられ

る金額を計上しております。

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

イ　消費税等の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引出が可能な預金及び容

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

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）

　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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

また、当連結会計年度には本基準が適用されるリース

取引がありませんので、この変更による影響はありませ

ん。

　──────
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表示方法の変更

前連結会計年度

（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日）

（連結貸借対照表）　

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用になることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲載されていたもの

を、当連結会計年度から「商品及び製品」として掲記し

ております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」は、

「商品及び製品」1,076,585千円であります。

２.「長期預り敷金保証金」は、前連結会計年度まで、投

資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度において、資産の総額の100分の

５を超えたため区分掲記しております。　

  なお、前連結会計年度末の「長期預り敷金保証金」

は213,030千円であります。　

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成21年３月31日）

当連結会計年度
（平成22年３月31日）

※１．担保に供している資産及び被担保債務

①担保に供している資産

※１．担保に供している資産及び被担保債務

①担保に供している資産

建物及び構築物   392,605千円

土地     2,512,186千円

計     2,904,791千円

建物及び構築物  293,493千円

土地     2,512,186千円

計     2,805,679千円

②上記に対応する債務 ②上記に対応する債務

短期借入金       450,367千円

長期借入金     4,918,954千円

計     5,369,321千円

短期借入金      3,045千円

長期借入金  5,193,521千円

計     5,196,567千円

※２．連結貸借対照表に計上されている「工具、器具及び

備品」（418,054千円）、「その他流動負債」（12,628

千円）は、当社商品をリース会社に売却し、売却先か

ら当該物件をリースとして受け、同一物件を第三者に

貸与したことによるものであり、リース会社への売却

にかかる売上高及び売上原価は取消処理し、リース会

社からの売上代金を債務として連結貸借対照表に計上

しているものであります。上記の売却先からのリース

取引は、リース契約の形態をとっておりますが、いわ

ゆるセール・アンド・リースバック取引と同様である

ことに鑑み、「リース取引の会計処理及び開示に関す

る実務指針（平成６年１月18日会計制度委員会）」に

準じた処理を行っております。

※２．連結貸借対照表に計上されている「工具、器具及び

備品」（150,759千円）は、当社商品を顧客に賃貸し

ているものであります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費

　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

広告宣伝費      383,262千円

給与手当及び賞与    2,231,865千円

貸倒引当金繰入額 456千円

賞与引当金繰入額 61,804千円

賃借料    1,455,550千円

減価償却費     185,641千円

広告宣伝費 301,680千円

給与手当及び賞与  1,829,127千円

貸倒引当金繰入額    1,696千円

賞与引当金繰入額      7,330千円

賃借料    1,064,592千円

減価償却費    143,594千円

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物 190,901千円

構築物 24,514千円

その他 1,228千円

 計 216,644千円

　──────

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

借地権 52,282千円

建物　 28,562千円

その他　 2,391千円

 計　 83,236千円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物　       815千円

その他　      314千円

 計　      1,129千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物      40,388千円

構築物 4,894千円

その他 1,490千円

 計 46,772千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

構築物      6,231千円

その他     422千円

 計       6,653千円

※５．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

※５．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

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

浦和店他計２
店舗

店舗用資産
建物、機械装
置等

場所 用途 種類

ニューポート
店他計３店舗

店舗用資産
建物、リース
資産等

　当社グループは、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79,383千円、機械装置39,247千円、

リース資産7,322千円、その他20,457千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

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。

　当社グループは、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81,124千円、リース資産35,415千

円、その他11,805千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

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。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,551,000 ― ― 5,551,000

合計 5,551,000 ― ― 5,551,000

自己株式　     

　普通株式　 95 75 ― 170

合計 95 75 ― 170

　(注）普通株式の自己株式の株式数の増加75株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

　  　２．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。　

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。　　　　　　

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,551,000 7,900,000 ― 13,451,000

合計 5,551,000 7,900,000 ― 13,451,000

自己株式　     

　普通株式　 170 ― ― 170

合計 170 ― ― 170

 

　  　２．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。　

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。　　　　　　

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１.　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21年３月31日現在)

※１.　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22年３月31日現在)

現金及び預金勘定  497,533千円

預け入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
―　

現金及び現金同等物    497,533千円

現金及び預金勘定    530,740千円

預け入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金
―　

現金及び現金同等物    530,740千円

　２．重要な非資金取引の内容

  プロラタ返済に基づく短期借入金から長期借入金への

振替額

1,814,633千円

　　──────
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（企業結合等関係）

　当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

共通支配下の取引

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要

(1)対象となった事業の名称及びその事業内容

事業の名称　　株式会社シー・エフ・シー

事業の内容　　自動車オイルの卸売

(2)結合企業の法的形式

株式会社オートウェーブを吸収合併承継会社として、株式会社シー・エフ・シー（当社の100％連結子会社）

を吸収合併消滅会社とする吸収合併

(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、吸収合併する

ことを決定いたしました。

 

２．実施した会計処理の概要

本吸収合併は「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「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」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日公表分）に基づき共通

支配下の取引として処理しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３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、当連結会

計年度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。　 

 

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

　　　　 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。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日　至

　平成22年３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在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日　至

　平成22年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者情報）

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

(追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用しておりま

す。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
役員

廣岡　等 － －
当社代表取
締役会長

（被所有）
　直接 14.5

当社借入金へ
の担保提供

当社借入金
への担保提
供

2,518,319 － 2,518,319

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
役員

廣岡　等 － －
当社代表取
締役会長

（被所有）
　直接 10.5

当社借入金へ
の担保提供

当社借入金
への担保提
供

2,518,319
　

－ 2,345,564

新株式の第３
者割当

新株式の第
３者割当引
受

175,800 純資産 175,800
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額    349円14銭 163円67銭

１株当たり当期純損失  △116円81銭    △106円07銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載しており

ません。

同左

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当期純損失（千円） △648,377 △895,015

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） △648,377 △895,015

期中平均株式数（株） 5,550,838 8,438,330

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

　新株引受権１種類（旧商法第

280条ノ19に基づく新株引受権

の数106,000株）。

　

同左

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

 

（開示の省略）　

  リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、賃貸等

不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 336,242 418,758 

売掛金 433,280 323,527 

商品及び製品 766,649 693,456 

前払費用 137,391 135,315 

未収入金 43,056 144,779 

その他 41,346 47,226 

貸倒引当金 △506 △587 

流動資産合計 1,757,460 1,762,477 

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  3,603,986 ※1  4,801,141 

減価償却累計額 △1,358,895 △1,548,259 

建物（純額） 2,245,090 3,252,881 

構築物 631,484 708,086 

減価償却累計額 △491,187 △514,613 

構築物（純額） 140,296 193,472 

機械及び装置 91,614 93,915 

減価償却累計額 △76,023 △75,633 

機械及び装置（純額） 15,591 18,282 

車両運搬具 27,711 28,592 

減価償却累計額 △26,629 △25,475 

車両運搬具（純額） 1,082 3,117 

工具、器具及び備品 ※3  972,681 ※3  621,240 

減価償却累計額 △503,819 △432,498 

工具、器具及び備品（純額） 468,861 188,742 

土地 ※1  2,512,801 ※1  2,512,186 

建設仮勘定 510,525 － 

有形固定資産合計 5,894,248 6,168,682 

無形固定資産   

ソフトウエア 61,890 44,051 

その他 12,873 5,040 

無形固定資産合計 74,763 49,091 

投資その他の資産   

関係会社株式 121,847 80,000 

関係会社長期貸付金 43,353 58,082 

長期前払費用 30,685 32,536 

敷金及び保証金 1,966,771 2,149,416 

その他 4,347 4,145 

貸倒引当金 △10,842 △39,237 

投資その他の資産合計 2,156,164 2,284,943 

固定資産合計 8,125,176 8,502,717 

繰延資産   

株式交付費 － 36,859 

繰延資産合計 － 36,859 

資産合計 9,882,637 10,302,054 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  853,826 746,668 

1年内返済予定の長期借入金 ※1  450,367 ※1  3,045 

未払金 123,058 103,240 

１年以内支払予定の長期未払金 12,628 － 

未払費用 173,883 115,657 

未払法人税等 18,138 23,040 

未払消費税等 60,061 － 

前受金 376,849 131,721 

預り金 188,149 98,013 

前受収益 32,894 58,814 

賞与引当金 53,908 － 

ポイント引当金 － 21,576 

事業構造改善引当金 67,363 88,786 

訴訟損失引当金 － 51,000 

その他 23,290 22,863 

流動負債合計 2,434,419 1,464,428 

固定負債   

長期借入金 ※1  4,918,954 ※1  5,193,521 

長期預り保証金 642,310 1,296,027 

長期前受収益 － 136,557 

長期リース資産減損勘定 107,531 93,693 

固定負債合計 5,668,795 6,719,799 

負債合計 8,103,215 8,184,227 

純資産の部   

株主資本   

資本金 839,400 1,418,675 

資本剰余金   

資本準備金 1,000,044 1,579,319 

資本剰余金合計 1,000,044 1,579,319 

利益剰余金   

利益準備金 16,387 16,387 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △76,265 △896,410 

利益剰余金合計 △59,878 △880,023 

自己株式 △143 △143 

株主資本合計 1,779,421 2,117,827 

純資産合計 1,779,421 2,117,827 

負債純資産合計 9,882,637 10,302,054 



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 15,140,250 12,969,865 

売上原価   

商品期首たな卸高 987,839 766,649 

当期商品仕入高 ※6  9,937,013 ※6  8,848,075 

合計 10,924,853 9,614,725 

商品期末たな卸高 766,649 693,456 

商品売上原価 10,158,203 8,921,268 

売上総利益 4,982,047 4,048,597 

販売費及び一般管理費 ※1  5,993,699 ※1  4,788,242 

営業損失（△） △1,011,652 △739,644 

営業外収益   

受取利息 5,374 4,719 

受取配当金 1,095 － 

附随業収入 344,831 657,276 

受取手数料 168,658 124,403 

その他 106,121 106,210 

営業外収益合計 626,081 892,610 

営業外費用   

支払利息 109,208 123,648 

附随業原価 278,245 561,557 

その他 14,637 12,237 

営業外費用合計 402,091 697,443 

経常損失（△） △787,663 △544,478 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  216,644 － 

投資有価証券売却益 111,404 － 

貸倒引当金戻入額 7,238 5,400 

事業構造改善引当金戻入額 109,443 － 

抱合せ株式消滅差益 － 73,025 

特別利益合計 444,731 78,425 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  83,236 ※3  1,129 

固定資産除却損 ※4  46,772 ※4  6,653 

関係会社株式評価損 4,893 － 

訴訟損失引当金繰入額 － 51,000 

事業構造改善引当金繰入額 － 50,292 

特別退職金 － 40,747 

減損損失 ※5  146,411 ※5  128,345 

その他 14,736 61,763 

特別損失合計 296,049 339,932 

税引前当期純損失（△） △638,981 △805,985 

法人税、住民税及び事業税 15,804 14,159 

法人税等合計 15,804 14,159 

当期純損失（△） △654,786 △820,144 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 839,400 839,400 

当期変動額   

新株の発行 － 579,275 

当期変動額合計 － 579,275 

当期末残高 839,400 1,418,675 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,000,044 1,000,044 

当期変動額   

新株の発行 － 579,275 

当期変動額合計 － 579,275 

当期末残高 1,000,044 1,579,319 

資本剰余金合計   

前期末残高 1,000,044 1,000,044 

当期変動額   

新株の発行 － 579,275 

当期変動額合計 － 579,275 

当期末残高 1,000,044 1,579,319 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 16,387 16,387 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 16,387 16,387 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 578,520 △76,265 

当期変動額   

当期純損失（△） △654,786 △820,144 

当期変動額合計 △654,786 △820,144 

当期末残高 △76,265 △896,410 

利益剰余金合計   

前期末残高 594,907 △59,878 

当期変動額   

当期純損失（△） △654,786 △820,144 

当期変動額合計 △654,786 △820,144 

当期末残高 △59,878 △880,023 

自己株式   

前期末残高 △87 △143 

当期変動額   

自己株式の取得 △56 － 

当期変動額合計 △56 － 

当期末残高 △143 △143 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 2,434,264 1,779,421 

当期変動額   

新株の発行  1,158,550 

当期純損失（△） △654,786 △820,144 

自己株式の取得 △56 － 

当期変動額合計 △654,842 338,405 

当期末残高 1,779,421 2,117,827 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 48,456  

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,456 － 

当期変動額合計 △48,456 － 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 48,456  

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,456 － 

当期変動額合計 △48,456 － 

純資産合計   

前期末残高 2,482,720 1,779,421 

当期変動額   

新株の発行 － 1,158,550 

当期純損失（△） △654,786 △820,144 

自己株式の取得 △56 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,456 － 

当期変動額合計 △703,298 338,405 

当期末残高 1,779,421 2,117,827 



継続企業の前提に関する注記

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当社は、当事業年度において、３期連続の経常損失及び

当期純損失を計上しております。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。しかしながら、「債権者間協定書」

に含まれる「経営改善計画」（平成20年４月１日から平

成23年３月31日の３年間）に取り組みましたが、不採算

店舗の閉店、資産売却、経費削減は、計画通り進捗した

ものの、外部環境の急速な悪化もあり、トップラインの

粗利額が、計画比大幅な未達となり、経常利益にて大幅

な乖離が発生いたしました。このため、「債権者間協定

書」に定めのある「協定からの離脱」（以下、「離脱条

項」という。）に抵触し、協定金融機関が離脱する可能

性があります。また、金融機関から新たな資金支援を得

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、当該状況を解消すべく、「平成21年度経営計画」

に着手しております。この計画は、来期について既に確

定している経営の改善項目を明確にし、蓋然性の高い計

画数値としております。具体的には、既に確定している

家賃削減、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、

人件費の削減等で基本的な収益改善のロジックを組んで

おります。また、トップラインの粗利額構築についても、

当事業年度の反省を踏まえ、より当社としての強みのあ

る商品群を明確化し、確実に粗利を確保していくという

方針に切替えております。離脱条項については、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確

認文書を全ての協定金融機関から得ております。「平成

21年度経営計画」では、今後一年間の資金繰りに問題は

ありませんが、短期的な資金不足に対しては、主力金融

機関につなぎ融資などの資金支援をお願いする予定であ

ります。

しかしながら、当社は、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、主力金融機関から新たな資金支援について

も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、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財務諸

表に反映しておりません。

当社は、当事業年度まで４期連続の経常損失及び当期

純損失を計上しております。「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、544,478千円の経常赤字が生

じました。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。

当社は、当該状況を解消すべく、資金対策として、平

成21年10月22日に第三者割当増資505,000千円、平成22年

３月15日までに第二回新株予約権権利行使300,000千円、

さらに、平成22年３月23日に第三者割当による352,050千

円の新株払込増資を実施し、債務圧縮を図るとともに、

当面の資金繰りを確保しました。損益改善策としては、

事業のスリム化を狙い、希望退職募集により、平成22年

１月25日付け75名、平成22年３月25日付け10名が退社し、

不採算の浦和店を平成22年３月15日に閉店しました。

「平成22年度経営計画」は、現在の収益環境に応じた

緩やかな売上構築で、店舗閉鎖・人員・賃借料等経費削

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、車販売事業と車検事業を主軸にした成長分野へ

事業展開するものであります。また、平成22年５月31日

までに全ての取引金融機関と「債権者間協定書」の締結

を予定しており、平成23年７月31日までの支援の継続を

受けることとなります。「平成22年度経営計画」では、

今後一年間の資金繰りに問題はありません。

しかしながら、当社は、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、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、　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財

務諸表に反映しておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　総平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品及び製品

移動平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

商品及び製品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産(リース資産を除く）

定率法

　ただし、賃貸資産及び平成10年４月１

日以降取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

(1）有形固定資産(リース資産を除く）

同左

 建物 ７～34年

工具器具及び備品 ２～８年

 (2）無形固定資産(リース資産を除く）

定額法

　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）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産(リース資産を除く）

同左

 （3）リース資産

  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、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前の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。

（3）リース資産

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（当

事業年度末では該当事項はありません）。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引につ

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。

４.繰延資産の処理方法 ──────

 

 

　株式交付費

３年間で均等償却をしております。　
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項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 ──────

 

──────

（3）ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に付与した

ポイトの将来の使用に伴う費用発生に備

えるため、使用実績率に基づいて見積っ

た額をポイント引当金として計上してお

ります。　

　（表示方法の変更）

前事業年度において未払費用に含めて

おりましたポイント引当金相当額は、ポ

イント引当金の会計処理に関する慣行が

定着してきたことを踏まえ、ポイント引

当金として区分表示することといたしま

した。

なお、前事業年度末における未払費用に

含めていたポイント引当金相当額は

15,105千円であります。

 （4）事業構造改善引当金　

事業の構造改善に伴い発生する損失に

備えるため、合理的に見積もられる金額

を計上しております。

（4）事業構造改善引当金　

同左

 　(追加情報）

当該引当金は、前期においては、「事業

再構築引当金」として表示しておりまし

たが、当期よりＥＤＩＮＥＴシステムに

おいて財務諸表表示にＸＢＲＬが導入さ

れたため、同システムと科目表示を統一

するため、表示方法を変更しております。

　

──────

 

 　──────

 

（5）訴訟損失引当金

現在係争中の訴訟より発生する可能性

のある損失につき、合理的に見積もられ

る金額を計上しております。

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜き方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）

　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、当事業年度より「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））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

また、当事業年度には本基準が適用されるリース取引

がありませんので、この変更による影響はありません。

　──────

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（貸借対照表）　

　財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規等の一

部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第

50号）が適用となることに伴い、前事業年度において、

「商品」に掲記されていたものは、当事業年度から「商品

及び製品」として掲記しております。なお、当事業年度に

含まれる「商品」は、766,649千円であります。

　──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成21年３月31日）

当事業年度
（平成22年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 392,605千円

土地 2,512,186千円

計 2,904,791千円

建物 293,493千円

土地 2,512,186千円

計 2,805,679千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

1年内返済予定長期借入金 450,367千円

長期借入金 4,918,954千円

計 5,369,321千円

1年内返済予定長期借入金 3,045千円

長期借入金 5,193,521千円

計 5,196,567千円

※２．関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりであります。

──────

買掛金 420,923千円

※３．貸借対照表に計上されている「工具、器具及び備

品」（418,054千円）、「１年以内支払予定の長期未

払金」（12,628千円）は、当社商品をリース会社に売

却し、売却先から当該物件をリースとして受け、同一

物件を第三者に貸与したことによるものであり、リー

ス会社への売却にかかる売上高及び売上原価は取消処

理し、リース会社からの売上代金を債務として貸借対

照表に計上しているものであります。上記の売却先か

らのリース取引は、リース契約の形態をとっておりま

すが、いわゆるセール・アンド・リースバック取引と

同様であることに鑑み、「リース取引の会計処理及び

開示に関する実務指針（平成６年１月18日会計制度委

員会）」に準じた処理を行っております。

※３．貸借対照表に計上されている「工具、器具及び備

品」（150,759千円）は、当社商品を顧客に賃貸して

いるものであります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費

　販売費に属する費用のおおよその割合は87.2％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は　　

12.8％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。　

※１．販売費及び一般管理費

　販売費に属する費用のおおよその割合は93.0％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は　　

7.0％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。　

広告宣伝費 371,985千円

給与手当及び賞与 2,188,735千円

福利費 333,062千円

賃借料 1,433,366千円

減価償却費 185,509千円

賞与引当金繰入額 53,908千円

広告宣伝費 295,959千円

給与手当及び賞与 1,790,761千円

福利費 273,408千円

賃借料 1,050,301千円

減価償却費 143,594千円

賞与引当金繰入額 ―　千円

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

建物 190,901千円

構築物　 24,514千円

その他 1,228千円

 計 216,644千円

──────

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 

借地権 52,282千円

建物　 28,562千円

その他　 2,391千円

 計　 83,236千円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 

建物　       815千円

その他　      314千円

 計　      1,129千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

建物      40,388千円

構築物 4,894千円

その他 1,490千円

 計 46,772千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

構築物      6,231千円

その他     422千円

 計       6,653千円
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前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※５．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ております。

※５．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ております。

場所 用途 種類

浦和店他計２
店舗

店舗用資産
建物、機械装
置等

場所 用途 種類

ニューポート
店他計３店舗

店舗用資産
建物、リース
資産等

  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。

  減損損失の内訳は、建物79,383千円、機械装置

39,247千円、リース資産7,322千円、その他20,457千

円であります。

  なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

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。

  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。

  減損損失の内訳は、建物81,124千円、リース資産

35,415千円、その他11,805千円であります。

  なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

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。

※６．関係会社に係る注記 ※６．関係会社に係る注記

仕入高 3,917,937千円 仕入高 3,275,813千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

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

（株）

当事業年度増加

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 　普通株式（注）１ 95 75 ― 170

 　　　　合計 95 75 ― 170

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加75株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

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

（株）

当事業年度増加

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 　普通株式 170 ― ― 170

 　　　　合計 170 ― ― 170
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（企業結合等関係）

　当事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

共通支配下の取引

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要

(1)対象となった事業の名称及びその事業内容

事業の名称　　株式会社シー・エフ・シー

事業の内容　　自動車オイルの卸売

(2)結合企業の法的形式

株式会社オートウェーブを吸収合併承継会社として、株式会社シー・エフ・シー（当社の100％連結子会社）

を吸収合併消滅会社とする吸収合併

(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、吸収合併すること

を決定いたしました。

 

２．実施した会計処理の概要

本吸収合併は「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「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」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日公表分）に基づき共通

支配下の取引として処理しております。

（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 320円57銭   157円45銭

１株当たり当期純損失 △117円96銭    △97円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載しており

ません。

　同左

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当期純損失（千円） △654,786 △820,144

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） △654,786 △820,144

期中平均株式数（株） 5,550,838 8,438,330

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

　新株引受権１種類（旧商法第

280条ノ19に基づく新株引受権

の数106,000株）。　

　

同左
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役員の異動

 

(1）役員の異動

  開示内容が定まった時点で開示いたします。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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