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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ）は含まれておりません。 

２．第31期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。 

回次 第29期中 第30期中 第31期中 第29期 第30期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高(百万円) 15,059 19,976 25,976 33,009 43,933

経常利益(百万円) 305 260 515 1,128 1,123

中間（当期）純利益又
は中間純損失（－） 
(百万円) 

128 94 －42 624 360

純資産額(百万円) 6,617 7,131 7,111 7,092 7,396

総資産額(百万円) 17,961 19,119 19,694 19,314 19,110

１株当たり純資産額 
(円) 

1,012.62 1,083.67 1,069.34 1,079.04 1,114.22

１株当たり中間（当
期）純利益又は中間純
損失(－)(円) 

19.68 14.38 －6.37 92.70 54.71

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利
益(円) 

14.97 14.31 － 79.57 54.58

自己資本比率(％) 36.8 37.3 36.1 36.7 38.7

営業活動によるキャッ
シュ・フロー(百万円) 

406 －123 4 1,549 1,406

投資活動によるキャッ
シュ・フロー(百万円) 

－210 －554 －910 －452 －1,007

財務活動によるキャッ
シュ・フロー(百万円) 

－535 －305 583 －547 －2,100

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高
(百万円) 

2,238 2,215 1,176 3,129 1,498

従業員数 
[外、平均臨時雇用者
数](人) 

740 
［474］

875
［806］

931
［1,145］

798
［571］

928
［904］



(2）提出会社の経営指標等 

 （注） 売上高には消費税等は含まれておりません。 

回次 第29期中 第30期中 第31期中 第29期 第30期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高(百万円) 10,895 10,212 11,572 22,424 21,167

経常利益(百万円) 327 238 585 1,077 1,051

中間（当期）純利益 
(百万円) 

159 90 31 567 485

資本金(百万円) 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785

発行済株式総数(千株) 6,668 6,668 6,668 6,668 6,668

純資産額(百万円) 6,785 7,208 7,397 7,173 7,572

総資産額(百万円) 15,785 14,596 14,435 15,662 13,811

１株当たり純資産額
（円） 

1,038.36 1,095.51 1,112.42 1,091.55 1,140.76

１株当たり中間（当
期）純利益（円） 

24.33 13.76 4.68 84.27 73.71

滞在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利
益（円） 

18.46 13.72 4.67 72.42 73.55

１株当たり中間（年
間）配当額（円） 

7.5 10 12.5 15 20

自己資本比率(％) 43.0 49.4 51.2 45.8 54.8

従業員数 
[外、平均臨時雇用者
数](人) 

660 
［172］

655
［206］

687
［210］

660
［187］

635
［213］



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、連結子会社キノシタオート株式会社は当社と合併しました。また、以下の会社が新たに提出会

社の関係会社となりました。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合で内数であります。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであ

ります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数は［ ］内に当中間会計期間

の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

  

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 

（％） 
関係内容 

七福(成都)汽車用品
有限公司（注） 

中国四川省 
成都市 

74
(70万ＵＳドル) 

その他の事業
80.0
（80.0）

役員の兼務１名

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

オートバックス事業 653［ 202］ 

新車・中古車事業 53［  6］ 

食品・雑貨小売事業 136［ 907］ 

その他の事業 60［  23］ 

全社（共通） 29［  7］ 

合計 931［1,145］ 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 687［ 210］ 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間のわが国経済は、前年同期の状況に比べ一段と回復基調に移行しつつあるとはいえ、新たに原油高等の

要因が加わり、経済全体としては依然として不透明感の残る状況に推移しました。 

 このような状況のもとで、創業30周年を迎えた当社グループは、オートバックス事業では、ピットメニュー面での車検・板

金・塗装等の一層のサービスメニューを強化した高砂店（高砂市）、塩屋北店（神戸市）を開店する等、トータルカーライフ

サポートのさらなる充実を図ってまいりました。また、食品・雑貨小売事業では、業務用食材小売販売の「業務スーパー」を

引き続き積極的に展開したことで、当中間連結会計期間の当社グループの売上高は、前年同期比 30.0％増の25,976百万円の増

収となりました。また、経常利益はオートバックス事業でのサービス売上の増加に伴う売上総利益率の改善や販売管理費の節

減等により、前年同期比 97.8％増の515百万円の増益となりましたが、特別損失に減損損失を495百万円計上したため、42百万

円の中間純損失（前年同期は中間純利益94百万円）となりました。 

  

 セグメント別の状況は、次のとおりです。 

 オートバックス事業につきましては、新規開店の「さばえ店」に続き、「高砂店」と「塩屋北店」の移転・リニューアル開

店、また「西脇店」では早技車検等のメニュー拡充と、新規開店だけでなく、既存店の見直し・サービス拡充を通じて事業基

盤強化を行いました。この結果、売上高は、11,404百万円（前年同期比 4.3％増）、営業利益は848百万円（同53.8％増）とな

りました。 

 新車・中古車事業につきましては、平成16年の新車・中古車事業の分離・独立による当該事業の強化、収益向上を積極的に

推進し、既存ディーラー等との一層の競争激化のなか、売上高は、1,477百万円（前年同期比 33.7％増）、営業損失が68百万

円（前年同期は営業損失54百万円）となりました。 

 食品・雑貨小売事業につきましては、業務用食材を小売販売する「業務スーパー」を兵庫県に３店舗（押部谷店、ひよどり

店、高砂店）、大阪府に２店舗（下田部店、跡部本町店）、奈良県に１店舗（法隆寺店）、三重県に１店舗（富田店）、愛知

県に１店舗（岡崎店）、埼玉県に１店舗（川越店）、そして福岡県に３店舗（南ヶ丘店、箱崎駅店、馬場山店）、佐賀県に１

店舗（玄海橋店）の計１３店舗を開店し、当中間連結会計期間末の店舗総数は64店舗となりました。また、既存店でも、精肉

や青果物等の導入による付加価値向上を図りました。この結果、売上高は12,609百万円（前年同期比 67.2％増）、営業利益は

23百万円（同57.1％減）となりました。 

 その他の事業につきましては、二輪車の新車・中古車販売から用品・部品の販売・買取り等を行うバイクセブンも好調に推

移し、その他の事業を含め、売上高は484百万円（前年同期比 23.4％増）、営業損失が22百万円（前年同期は営業損失55百万

円）となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ322百万円

減少し、1,176百万円(前年同期末は2,215百万円)となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は4百万円(前年同期は123百万円の減少)となりました。これは税金等調整前中間純利益が26百万

円、減価償却費が376百万円、減損損失が495百万円でありましたが、たな卸資産の増加が305百万円、法人税等の支払額が501

百万円あったこと等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） 

 投資活動による資金の減少は910百万円（同554百万円の減少）となりました。これはオートバックス店舗及び業務スーパー

店舗を新規に出店したこと等に伴う有形固定資産の取得による支出が811百万円、入居保証金の支出が73百万円あったこと等に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は583百万円（同305百万円の減少）となりました。これは短期借入れの純増が1,515百万円ありま

したが、長期借入金の返済による支出が482百万円、社債の償還による支出が330百万円、配当金の支払が65百万円あったこと

等によるものであります。 



２【商品仕入及び販売の状況】 

(1）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は有りません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  

  

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

オートバックス事業 7,149 104.7 

新車・中古車事業 1,242 136.2 

食品・雑貨小売事業 10,620 163.5 

その他の事業 290 67.1 

合計 19,302 131.6 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

オートバックス事業 11,404 104.3 

新車・中古車事業 1,477 133.7 

食品・雑貨小売事業 12,609 167.2 

その他の事業 484 123.4 

合計 25,976 130.0 



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了した主なものは、次のとお

りであります。 

  

  

会社名 
事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容
設備投資額
（百万円） 

売上高 
（百万円） 

売上構成比
（％） 

当社 オートバックス事業 
兵庫県２店舗
福井県１店舗 

665 648 2.5 

株式会社サンセブン 食品・雑貨小売事業 

兵庫県３店舗
福岡県３店舗 
佐賀県１店舗 
三重県１店舗 
愛知県１店舗 
奈良県１店舗 
埼玉県１店舗 
大阪府２店舗 

361 1,674 6.4 



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 資本準備金の増加は、平成17年４月１日にキノシタオート㈱を吸収合併したことによるものであります。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 14,960,000 

計 14,960,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成17年12月21日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 6,668,200 同左

東京証券取引所
（市場第一部） 
大阪証券取引所 
（市場第一部） 

－ 

計 6,668,200 同左 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金
増減額 
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

平成17年４月１日 
（注） 

－ 6,668 － 1,785 35 2,723 



(4）【大株主の状況】 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,300株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権数33個が含まれております。 

    平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

木下 守 神戸市西区美賀多台1-2-W-1408 1,175 17.62 

木下 智雄 神戸市西区美賀多台6-3-1-5-206 926 13.89 

有限会社キノシタファミリーサービス 兵庫県加古川市平荘町神木374 847 12.70 

関 稚奈巳 神戸市西区竹の台6-5-3-908 589 8.84 

木下 陽子 神戸市西区美賀多台1-2-W-1408 458 6.87 

バンクオブニューヨークジーシーエム
クライアントアカウンツイーアイエス
ジー 
(常任代理人 株式会社東京三菱銀行) 
  

ピーターボロウ コート 133
フリート ストリート ロンドン
イギリス 
(東京都千代田区丸の内２丁目７
番１号) 

277 4.16 

エイチエスビーシーバンクピーエルシ
ーアカウントアトランティスジャパン
グロースファンド 
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 

２コートホール アベニュー ロ
ンドン イギリス 
(東京都中央区日本橋３丁目11番
１号) 

186 2.80 

株式会社オートバックスセブン 東京都江東区豊洲5-6-52 168 2.52 

ゴールドマンサックスインターナショ
ナル 
(常任代理人 ゴールドマン・サック
ス証券会社東京支店) 

133 フリート ストリート ロ
ンドン イギリス 
(東京都港区六本木６丁目10番１
号 六本木ヒルズ森タワー) 

101 1.52 

茂理 佳弘 兵庫県姫路市西新在家3-8-33 88 1.33 

計 － 4,820 72.29 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  18,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,646,300 66,463 －

単元未満株式 普通株式   3,900 － －

発行済株式総数 6,668,200 － －

総株主の議決権 － 66,463 －



②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が10,000株（議決権の数100個）あり

ます。 

なお、当該株式数は①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高、最低株価は、平成17年９月１日より東京証券取引所（市場第一部）におけるものであり、それ以前は東京証券取引

所（市場第二部）におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

     平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

㈱オートセブン 
神戸市須磨区弥栄台
３－１－６ 

18,000 － 18,000 0.26

計 － 18,000 － 18,000 0.26

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,490 1,435 1,390 1,428 1,688 2,405 

最低（円） 1,240 1,266 1,175 1,330 1,300 1,531 



第５【経理の状況】 

  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、

改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正

前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び前

中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月

30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表につい

て、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  

    
前中間連結会計期間末
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金    2,232 1,176  1,498 

２．売掛金    818 819  919 

３．たな卸資産    3,642 4,056  3,751 

４．繰延税金資産    114 177  226 

５．その他    575 716  609 

６．貸倒引当金    －1 －0  －0 

流動資産合計    7,381 38.6 6,945 35.3  7,004 36.7

Ⅱ 固定資産      

(1）有形固定資産 ＊1,2    

１．建物及び構築物   3,709 4,935 3,957  

２．機械装置及び運搬具   90 95 99  

３．土地   2,196 2,196 2,196  

４．その他   194 6,191 297 7,524 515 6,767 

(2）無形固定資産    389 379  400 

(3）投資その他の資産      

１．投資不動産 ＊1,2 2,243 1,645 1,878  

２．敷金・保証金   2,082 2,260 2,176  

３．繰延税金資産   234 617 246  

４．再評価に係る繰延税金資
産 

  382 － 382  

５．その他   237 352 277  

６．貸倒引当金   －23 5,156 －30 4,844 －24 4,937 

固定資産合計    11,737 61.4 12,748 64.7  12,106 63.3

資産合計    19,119 100.0 19,694 100.0  19,110 100.0

       



  

  

    
前中間連結会計期間末
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形及び買掛金    1,665 2,253  2,266 

２．短期借入金 ＊2,3  4,425 5,317  3,876 

３．１年以内償還予定の社債 ＊２  470 260  460 

４．未払法人税等    143 232  532 

５．賞与引当金    184 142  224 

６．その他    1,037 1,901  1,255 

流動負債合計    7,926 41.5 10,108 51.3  8,616 45.1

Ⅱ 固定負債      

１．社債 ＊２  845 90  220 

２．長期借入金 ＊２  1,968 1,095  1,503 

３．退職給付引当金    201 177  191 

４．役員退職給与引当金    167 144  167 

５．その他    839 949  1,013 

固定負債合計    4,021 21.0 2,456 12.5  3,096 16.2

負債合計    11,948 62.5 12,565 63.8  11,713 61.3

（少数株主持分）      

少数株主持分    40 0.2 17 0.1  － －

（資本の部）      

Ⅰ 資本金    1,785 9.3 1,785 9.1  1,785 9.3

Ⅱ 資本剰余金    2,683 14.0 2,718 13.8  2,718 14.2

Ⅲ 利益剰余金    3,265 17.1 3,076 15.6  3,465 18.1

Ⅳ 土地再評価差額金    －557 －2.9 －466 －2.4  －557 －2.9

Ⅴ その他有価証券評価差額金    0 0.0 8 0.0  1 0.0

Ⅵ 為替換算調整勘定    － － －0 －0.0  －0 －0.0

Ⅶ 自己株式    －46 －0.2 －10 －0.0  －17 －0.0

資本合計    7,131 37.3 7,111 36.1  7,396 38.7

負債、少数株主持分及び資本
合計 

   19,119 100.0 19,694 100.0  19,110 100.0

       



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％） 

金額
（百万円） 

百分比
（％） 

金額 
（百万円） 

百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    19,976 100.0 25,976 100.0  43,933 100.0

Ⅱ 売上原価    14,254 71.4 18,964 73.0  31,266 71.2

売上総利益    5,722 28.6 7,011 27.0  12,666 28.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１  5,493 27.5 6,523 25.1  11,623 26.4

営業利益    228 1.1 488 1.9  1,042 2.4

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   0 0 1  

２．受取配当金   0 0 0  

３．不動産賃貸収入   224 226 453  

４．その他   85 311 1.6 115 343 1.3 195 651 1.5

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   53 44 104  

２．不動産賃貸原価   175 180 345  

３．営業権償却   17 17 35  

４．その他   32 279 1.4 73 316 1.2 84 570 1.3

経常利益    260 1.3 515 2.0  1,123 2.6

Ⅵ 特別利益      

持分変動利益   － － － 7 7 0.0 － － －

Ⅶ 特別損失      

１．退職給付会計基準変更時差
異償却 

  10 － 21  

２．固定資産売却損 ＊３ － － 237  

３．減損損失 ＊４ － 10 0.1 495 495 1.9 － 259 0.6

税金等調整前中間（当期）
純利益 

   249 1.2 26 0.1  864 2.0

法人税、住民税及び事業税 ＊２ 114 205 587  

法人税等調整額 ＊２ 45 160 0.8 －134 71 0.3 －78 509 1.2

少数株主利益（控除）    －5 －0.0 －2 －0.0  －4 －0.0

中間（当期）純利益または
中間純損失（－） 

   94 0.5 －42 －0.2  360 0.8

       



③【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    2,683 2,718  2,683

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益   0 0 － － 35 35

Ⅲ 資本剰余金減少高     

自己株式処分差損   － － 0 0 － －

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   2,683 2,718  2,718

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    3,238 3,465  3,238

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益   94 94 － － 360 360

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．中間純損失   － 42 － 

２．配当金   49 66 114 

３．役員賞与   18 － 18 

４．土地再評価差額金取
崩額 

  － 67 281 389 － 133

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   3,265 3,076  3,465

      



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前中間（当
期）純利益 

  249 26 864 

減価償却費   318 376 678 

連結調整勘定償却額   12 15 29 

減損損失   － 495 － 

貸倒引当金の増減額   －3 6 －3 

退職給付引当金の増減
額 

  －16 －37 －26 

賞与引当金の増減額   －35 －81 5 

有形固定資産除却損   1 0 2 

受取利息及び受取配当
金 

  －1 －0 －1 

支払利息   53 44 104 

投資有価証券売却益   －0 － －0 

固定資産売却損   － － 237 

持分変動利益   － －7 － 

役員賞与の支払額   －18 － －18 

売上債権の増減額   －75 103 －167 

たな卸資産の増減額   －391 －305 －501 

その他の資産の増減額   －79 －185 －328 

仕入債務の増減額   －57 －13 543 

未払消費税等の増減額   －51 －60 －14 

その他の負債の増減額   73 127 224 

その他   22 43 50 

小計   －0 550 1,678 

利息及び配当金の受取
額 

  1 0 1 

利息の支払額   －53 －45 －101 

法人税等の支払額   －70 －501 －172 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  －123 4 1,406 



    
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 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 

  －379 －811 －861 

有形固定資産の売却に
よる収入 

  0 8 100 

投資有価証券の売却に
よる収入 

  0 － 0 

貸付による支出   － －60 － 

貸付金の回収による収
入 

  1 1 3 

敷金保証金の預入によ
る支出 

  －204 －73 －349 

その他の支出   －11 －19 －40 

その他の収入   40 43 140 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  －554 －910 －1,007 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

短期借入れによる収入   590 3,795 1,715 

短期借入金の返済によ
る支出 

  －100 －2,280 －1,655 

長期借入金の返済によ
る支出 

  －637 －482 －1,220 

社債の償還による支出   －85 －330 －720 

少数株主からの払込に
よる収入 

  10 27 10 

自己株式の売却による
収入 

  13 6 16 

自己株式の取得による
支出 

  －1 －0 －9 

配当金の支払額   －48 －65 －115 

その他の支出   －46 －86 －121 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  －305 583 －2,100 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  － 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

  －983 －322 －1,700 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  3,129 1,498 3,129 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及
び現金同等物の期首残高 

  70 － 70 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

＊１ 2,215 1,176 1,498 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関

する事項 

連結子会社の数 ６社 連結子会社の数  ６社 連結子会社の数   ６社 

連結子会社名 連結子会社名 連結子会社名 

  キノシタオート㈱ 

㈱セブンプランニング 

㈱サンセブン 

㈱バイクセブン 

㈱サンオートインターナシ

ョナル 

七福集団有限公司 

上記のうち、㈱バイクセブ

ン、㈱サンオートインターナ

ショナル、七福集団有限公司

については、当中間連結会計

期間において、新たに設立し

たため連結の範囲に含めてお

ります。なお、㈱コーセイオ

ートについては、平成16年4

月1日付けでキノシタオート

㈱と合併したため、連結の範

囲から除いております。 

㈱セブンプランニング 

㈱サンセブン 

㈱バイクセブン 

㈱サンオートインターナシ

ョナル 

七福集団有限公司 

七福（成都）汽車用品有限

公司 

上記のうち七福（成都）汽車

用品有限公司については、当

中間連結会計期間において、

新たに設立したため連結の範

囲に含めております。なお、

キノシタオート㈱について

は、平成17年4月1日付けで当

社と合併したため、連結の範

囲から除いております。 

キノシタオート㈱ 

㈱セブンプランニング 

㈱サンセブン 

㈱バイクセブン 

㈱サンオートインターナシ

ョナル 

七福集団有限公司 

上記のうち、㈱バイクセブ

ン、㈱サンオートインターナ

ショナル、七福集団有限公司

については、当連結会計年度

において新たに設立したため

連結の範囲に含めておりま

す。なお、㈱コーセイオート

については、平成16年4月1日

付けでキノシタオート㈱と合

併したため、連結の範囲から

除いております。 

２．持分法の適用に

関する事項 

該当事項はありません。 同 左 同 左 

３．連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する

事項 

連結子会社のうち七福集団有

限公司の中間決算日は、6月

30日であります。中間連結財

務諸表の作成に当たっては、

中間決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に

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。 

連結子会社のうち七福集団有

限公司及び七福（成都）汽車

用品有限公司の中間決算日

は、6月30日であります。中

間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財

務諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日まで

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。 

連結子会社のうち七福集団有

限公司の決算日は、12月31日

であります。連結財務諸表の

作成に当たっては、決算日現

在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、連結決算日ま

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。 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

  ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

同 左 決算日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は全部資本

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

  時価のないもの 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 

同 左 同 左 

  ②デリバティブ ②デリバティブ ②デリバティブ 

  時価法 同 左 同 左 

  ③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

   商品  商品  商品 

   売価還元法による原価法に

よっております。ただし、食

料品・雑貨は最終仕入原価

法、また、販売用自動車は個

別法による原価法によってお

ります。 

同 左 同 左 

   貯蔵品  貯蔵品  貯蔵品 

   最終仕入原価法によってお

ります。 

同 左 同 左 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

  ①有形固定資産及び投資不動

産 

①有形固定資産及び投資不動

産 

①有形固定資産及び投資不動

産 

   定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備及び事業用定期借地契約

による借地上の建物を除く）

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、残存価格を零

とし、契約残年数を基準とし

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。 

建物及び構築物 

３年～34年 

投資不動産 

３年～50年 

同 左 同 左 

  ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

  ・ソフトウェア（自社利用） ・ソフトウェア（自社利用） ・ソフトウェア（自社利用） 

  社内における利用可能期

間（５年）による定額法 

同 左 同 左 

  ・事業用借地権（当該借地権

を設定している土地の改良

費等を含む） 

・事業用借地権（当該借地権

を設定している土地の改良

費等を含む） 

・事業用借地権（当該借地権

を設定している土地の改良

費等を含む） 

  契約残年数を基準とした

定額法 

同 左 同 左 

  ・営業権 ・営業権 ・営業権 

  商法の規定に基づき５年

均等償却 

同 左 同 左 

  ・その他無形固定資産 ・その他無形固定資産 ・その他無形固定資産 

  定額法 同 左 同 左 

  (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に

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 同 左 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

   従業員に支給する賞与の支

出に充てるため支給見込額に

基づき計上しております。 

同 左 同 左 

  ③退職給付引当金 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、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。なお、会計基準変更時差

異（108百万円）について

は、５年による按分額を費用

処理しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。な

お、会計基準変更時差異

（108百万円）については、

５年による按分額を費用処理

しております。 

   数理計算上の差異は翌連結

会計年度に費用処理（１年）

することとしております。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を費用

処理しております。 

 数理計算上の差異は翌連結

会計年度に費用処理（１年）

することとしております。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を費用

処理しております。 

 数理計算上の差異は翌連結

会計年度に費用処理（１年）

することとしております。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を費用

処理しております。 

  ④役員退職給与引当金 ④役員退職給与引当金 ④役員退職給与引当金 

   当社は、平成16年6月に役

員退職慰労金制度を廃止し、

内規に基づく制度廃止時の要

支給額を役員の退任時に支払

うこととなったため、当該支

給予定額を計上しておりま

す。 

同 左 同 左 

  (4）重要なリース取引の処理

方法 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

   リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同 左 同 左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、金利スワッ

プについては、特例処理の要

件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。 

同 左 同 左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   変動金利の借入金に対し

て、金利スワップをヘッジ手

段として用いております。 

同 左 同 左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   当社の社内ルールに基づ

き、金利変動リスクをヘッジ

しており、投機的な取引及び

短期的な売買損益を得る目的

でデリバティブ取引は行わな

い方針であります。 

同 左 同 左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ開始時から有効性の

判定時点までの期間における

借入金の支払利息にかかわる

金利変動額と金利スワップ取

引の金利変動額との累計を比

較分析により測定し、有効性

の評価を行っております。 

同 左 同 左 

  (6）その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(6）その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(6）その他連結財務諸表作成

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 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は、相殺のうえ流動

負債「その他」に含めて表示

しております。 

同 左  消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（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 同 左 



中間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 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより営業利益が42百万

円、経常利益が47百万円それぞれ増

加し、税金等調整前中間純利益が

447百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

 また、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）   

 投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金保証金の

預入による支出」は前中間連結会計期間は「その他の支

出」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増

したため区分掲記しております。なお、前中間連結会計

期間の「その他の支出」に含まれている「敷金保証金の

預入による支出」は44百万円であります。 

────── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

  
＊１ 有形固定資産及

び投資不動産の

減価償却累計額 

  

  

有形固定資産 3,389百万円

投資不動産 469百万円

 

  

有形固定資産 3,876百万円

投資不動産 571百万円
  

有形固定資産 3,664百万円

投資不動産 493百万円

＊２ 担保資産       
  

  

(1）担保に供してい

る資産 

  
建物及び構築物 300百万円

土地 2,193百万円

投資不動産 596百万円

計 3,090百万円

 
建物及び構築物 277百万円

土地 2,193百万円

投資不動産 425百万円

計 2,896百万円

建物及び構築物 288百万円

土地 2,193百万円

投資不動産 590百万円

計 3,072百万円

  

  

(2）担保資産に対応

する債務 

  
短期借入金 500百万円 

社債 500百万円 

（１年以内償還予定の社債を含む） 

長期借入金 2,838百万円 

（１年以内返済予定の長期借入金を
含む） 

計 3,838百万円 

 
短期借入金 700百万円

社債 200百万円

（１年以内償還予定の社債を含む）

長期借入金 1,824百万円

（１年以内返済予定の長期借入金を
含む） 

計 2,724百万円

短期借入金 200百万円

社債 500百万円

（１年以内償還予定の社債を含む）

長期借入金 2,281百万円

（１年以内返済予定の長期借入金を
含む） 

計 2,981百万円

＊３ 貸出コミットメ

ント・ライン契

約 

───── 当社においては、長期にわたる機動

的、安定的な資金の調達を行うため

取引銀行７行とシンジケート・ロー

ンにおける貸出コミットメント・ラ

イン契約を締結しております。 

当該契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当社においては、長期にわたる機動

的、安定的な資金の調達を行うため

取引銀行７行とシンジケート・ロー

ンにおける貸出コミットメント・ラ

イン契約を締結しております。 

当該契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

    
 
貸出コミットメント

の総額 
3,000百万円

借入実行残高 700百万円

差引額 2,300百万円

貸出コミットメント

の総額 
3,000百万円

借入実行残高 200百万円

差引額 2,800百万円



（中間連結損益計算書関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

  

＊１ 販売費及び一般

管理費のうち主

要な費目及び金

額 

  

  

広告宣伝費 393百万円

給与手当 1,309百万円

賞与引当金繰入額 184百万円

退職給付費用 9百万円

役員退職給与引当金
繰入額 

2百万円

賃借料 1,105百万円

減価償却費 274百万円

 

  

広告宣伝費 495百万円

給与手当 1,458百万円

賞与引当金繰入額 142百万円

退職給付費用 18百万円

賃借料 1,349百万円

減価償却費 337百万円

広告宣伝費 839百万円

給与手当 2,900百万円

賞与引当金繰入額 224百万円

退職給付費用 21百万円

役員退職給与引当金
繰入額 

2百万円

賃借料 2,307百万円

減価償却費 595百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

＊２ 法人税、住民税

及び事業税 

法人税等調整額 

当中間連結会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額については、当

連結会計年度において予定している

利益処分による租税特別措置法上の

準備金等の取崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額を計算

しております。 

同 左 ───── 

＊３ 固定資産売却損 ───── ───── 投資不動産の売却による損失であり

ます。 

＊４ 減損損失 ───── 当中間連結会計期間において、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ております。 

───── 

    
 

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び
構築物等 

兵庫県他
(計６店舗) 

賃貸用資
産 

土地及び
建物等 

兵庫県他

  

    当社グループは、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位として、主と

して店舗を基本単位とし、賃貸用資

産については物件毎にグルーピング

しております。 

営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスとなっている資産グループ

や地価の下落の著しい資産グループ

について帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

495百万円として特別損失に計上し

ております。その主な内訳は、建物

及び構築物181百万円、投資不動産

209百万円、リース資産86百万円、

その他17百万円であります。 

資産グループの回収可能価額を正味

売却価額により測定している場合に

は、不動産鑑定評価額等に基づき評

価しております。また、資産グルー

プの回収可能価額を使用価値により

測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しております。 

  



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

＊１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

＊１．    ───── ＊１．    ───── 

（平成16年９月30日現在）   
  
  （百万円）

現金及び預金勘定 2,232 

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

－17 

現金及び現金同等物 2,215 

      



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

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 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械装
置及び
運搬具 

678 296 382

工具器
具備品 

1,841 805 1,035

合計 2,519 1,101 1,418

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械
装置
及び
運搬
具 

817 355 52 410

工具
器具
備品 

2,392 945 28 1,418

その
他 

8 4 - 3

合計 3,218 1,305 80 1,832

  

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装
置及び
運搬具 

741 346 395 

工具器
具備品 

2,207 979 1,228 

その他 8 4 4 

合計 2,958 1,329 1,628 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額 
  

１年内 417百万円

１年超 1,039百万円

合計 1,456百万円

  
１年内 540百万円

１年超 1,391百万円

合計 1,931百万円

１年内 467百万円

１年超 1,195百万円

合計 1,663百万円

  リース資産減損勘定中間期末残高 

52百万円 

  

(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、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

(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 237百万円

減価償却費相当額 231百万円

支払利息相当額 20百万円

  
支払リース料 272百万円

リース資産減損勘
定の取崩額 

31百万円

減価償却費相当額 260百万円

支払利息相当額 28百万円

減損損失 83百万円

  

支払リース料 496百万円

減価償却費相当額 459百万円

支払利息相当額 44百万円



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(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 (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 同 左 

(5）利息相当額の算定方法 (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 同 左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 22百万円

１年超 101百万円

合計 123百万円

  
１年内 22百万円

１年超 78百万円

合計 101百万円

１年内 22百万円

１年超 90百万円

合計 112百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 21 23 1 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 21 23 1 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

(2）その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1 



当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 21 36 14 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 21 36 14 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

(2）その他有価証券 

非上場株式 1 



前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても、デリバティブ取引は、将来の金利の変

動によるリスク回避を目的とした金利スワップに限定しており、ヘッジ会計が適用されておりますので、記載を省略しており

ます。 

  

  

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 21 24 2 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 21 24 2 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

(2）その他有価証券 

非上場株式 1 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成16年４月１日～平成16年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日） 

  
オートバッ
クス事業 
（百万円） 

  
新車・中古
車事業 
（百万円） 

  
食品・雑貨
小売事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

  
連 結 
（百万円） 

 

             

売上高            

(1）外部顧客に
対する売上
高 

10,937   1,104   7,541 392 19,976 －   19,976  

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

9   1   － － 11 －11   －  

計 10,946   1,106   7,541 392 19,988 －11   19,976  

             

営業費用 10,394   1,160   7,487 447 19,491 256   19,748  

営業利益（又
は営業損失） 

551   －54   54 －55 496 －268   228  

  
オートバッ
クス事業 
（百万円） 

  
新車・中古
車事業 
（百万円） 

  
食品・雑貨
小売事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

  
連 結 
（百万円） 

 

             

売上高            

(1）外部顧客に
対する売上
高 

11,404   1,477   12,609 484 25,976 －   25,976  

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

20   －   － 0 20 －20   －  

計 11,425   1,477   12,609 484 25,996 －20   25,976  

             

営業費用 10,576   1,545   12,586 507 25,215 271   25,487  

営業利益（又
は営業損失） 

848   －68   23 －22 781 －292   488  



前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

２．各区分に属する主要な商品 

  

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  

４．「中間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」に記載のとおり、当中間連結会計期間より固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、オートバッ

クス事業が40百万円、食品・雑貨小売事業が２百万円減少し、営業利益が同額増加しております。オートバックス事業

及び食品・雑貨小売事業以外の事業については、セグメント情報に与える影響はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（平成16年４月１日～平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30

日）及び前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日）において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計

に占める割合が９０％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  
オートバッ
クス事業 
（百万円） 

  
新車・中古
車事業 
（百万円） 

  
食品・雑貨
小売事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

  
連 結 
（百万円） 

 

             

売上高            

(1）外部顧客に
対する売上
高 

23,346   2,586   17,189 811 43,933 －   43,933  

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

29   0   － 7 38 －38   －  

計 23,375   2,587   17,189 818 43,971 －38   43,933  

             

営業費用 21,689   2,682   17,104 919 42,395 495   42,890  

営業利益（又
は営業損失） 

1,686   －95   84 －100 1,575 －533   1,042  

事業区分 主要商品

オートバックス事業 タイヤ・ホイール・カーオーディオ・カーナビゲーション・オイル・バッテリー等 

新車・中古車事業 自動車 

食品・雑貨小売事業 冷凍食品・加工食品等 

その他の事業 二輪用品・不動産仲介等

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 主 な 内 容 

消去又は全社の項目に含
めた配賦不能営業費用の
金額（百万円） 

273 294 546
当社の総務・経理部
門等の管理部門等に
かかる費用 



【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（平成16年４月１日～平成16年９月30日）、及び前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月31

日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の１０％未満であるため、記載を省略しております。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益または中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
  
  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

  

１株当たり純資産額 1,083.67円 

１株当たり中間純利益 14.38円 

潜在株式調整後１株当 
たり中間純利益 

14.31円 

 

１株当たり純資産額 1,069.34円

１株当たり中間純損失 6.37円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間純損失である

ため、記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 1,114.22円 

１株当たり当期純利益 54.71円 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

54.58円 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益または
中間純損失 

   

中間（当期）純利益または中間純損失
（－）（百万円） 

94 －42 360 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益ま
たは中間純損失（－）（百万円） 

94 －42 360 

期中平均株式数（千株） 6,571 6,640 6,591 

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益 

   

中間（当期）純利益調整額（百万円） －0 － －0 

（うち子会社の発行する新株予約権行
使仮定による１株当たり中間（当期）
純利益減少額） 

（0） － （0） 

普通株式増加数（千株） 20 － 14 

（うち自己株式取得方式によるストッ
クオプション） 

（20） （－） （14） 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１ 現金及び預金   1,543 468 729  

２ 売掛金   641 724 718  

３ たな卸資産   2,490 2,863 2,345  

４ 前払費用   151 165 150  

５ 繰延税金資産   85 95 128  

６ 未収入金   216 222 249  

７ その他 ＊４ 75 124 34  

８ 貸倒引当金   －1 －0 －0  

流動資産合計    5,202 35.6 4,663 32.3  4,356 31.5

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産 ＊1,2    

(1）建物   2,663 3,157 2,538  

(2）土地   2,196 2,196 2,196  

(3）その他   404 570 628  

有形固定資産合計   5,263 5,924 5,363  

２ 無形固定資産   296 265 267  

３ 投資その他の資産      

(1）投資有価証券   20 38 21  

(2）関係会社株式   810 670 989  

(3）繰延税金資産   253 663 292  

(4）再評価に係る繰延税金資
産 

  382 － 382  

(5）投資不動産 ＊1,2 890 736 871  

(6）敷金・保証金   1,323 1,334 1,235  

(7）その他   215 200 94  

(8）貸倒引当金   －13 －13 －13  

(9）投資損失引当金   －50 －50 －50  

投資その他の資産合計   3,833 3,581 3,825  

固定資産合計    9,393 64.4 9,771 67.7  9,455 68.5

資産合計    14,596 100.0 14,435 100.0  13,811 100.0

           



    
前中間会計期間末
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１ 支払手形   54 42 23  

２ 買掛金   800 1,143 1,097  

３ 短期借入金 ＊2,5 800 1,600 200  

４ １年以内返済予定の長期借
入金 

＊２ 1,014 822 896  

５ １年以内償還予定の社債 ＊２ 470 260 460  

６ 未払金   158 270 188  

７ 未払費用   285 310 264  

８ 未払法人税等   119 218 464  

９ 未払消費税等 ＊4 26 － 55  

10 賞与引当金   151 131 183  

11 その他   115 508 118  

流動負債合計    3,996 27.4 5,307 36.8  3,952 28.6

Ⅱ 固定負債      

１ 社債 ＊２ 845 90 220  

２ 長期借入金 ＊２ 1,824 1,002 1,385  

３ 退職給付引当金   200 177 191  

４ 役員退職給与引当金   167 144 167  

５ その他   353 315 322  

固定負債合計    3,390 23.2 1,729 12.0  2,286 16.6

負債合計    7,387 50.6 7,037 48.8  6,239 45.2

           



  

  

    
前中間会計期間末
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

（資本の部）      

Ⅰ 資本金    1,785 12.2 1,785 12.4  1,785 12.9

Ⅱ 資本剰余金      

１ 資本準備金   2,683 2,723 2,687  

２ その他資本剰余金   0 － －  

資本剰余金合計    2,683 18.4 2,723 18.9  2,687 19.5

Ⅲ 利益剰余金      

１ 利益準備金   74 74 74  

２ 任意積立金   2,998 3,398 2,998  

３ 中間（当期）未処分利益ま
たは中間未処理損失（－） 

  270 －117 599  

利益剰余金合計    3,343 22.9 3,356 23.2  3,673 26.5

Ⅳ 土地再評価差額金    －557 －3.8 －466 －3.2  －557 －4.0

Ⅴ その他有価証券評価差額金    0 0.0 8 0.1  0 0.0

Ⅵ 自己株式    －46 －0.3 －10 －0.1  －17 －0.1

資本合計    7,208 49.4 7,397 51.2  7,572 54.8

負債・資本合計    14,596 100.0 14,435 100.0  13,811 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
前中間会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％） 

金額
（百万円） 

百分比
（％） 

金額 
（百万円） 

百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    10,212 100.0 11,572 100.0  21,167 100.0

Ⅱ 売上原価    6,382 62.5 7,080 61.2  12,974 61.3

売上総利益    3,830 37.5 4,492 38.8  8,192 38.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,625 35.5 3,939 34.0  7,224 34.1

営業利益    204 2.0 552 4.8  968 4.6

Ⅳ 営業外収益 ＊１  290 2.8 298 2.6  611 2.9

Ⅴ 営業外費用 ＊２  256 2.5 265 2.3  528 2.5

経常利益    238 2.3 585 5.1  1,051 5.0

Ⅵ 特別損失 ＊3,6  60 0.6 491 4.3  135 0.7

税引前中間（当期）純利益    177 1.7 93 0.8  915 4.3

法人税、住民税及び事業税 ＊４ 98 197 523  

法人税等調整額 ＊４ －11 86 0.8 －134 62 0.5 －94 429 2.0

中間（当期）純利益    90 0.9 31 0.3  485 2.3

前期繰越利益    179 133  179 

自己株式処分差損    － 0  0 

土地再評価差額金取崩額    － 281  － 

中間配当額    － －  65 

中間（当期）未処分利益ま
たは中間未処理損失（－） 

   270 －117  599 

           



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

・子会社株式 ・子会社株式 ・子会社株式 

  移動平均法による原価法 同 左 同 左 

  ・その他有価証券 ・その他有価証券 ・その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

同 左 決算日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

  時価のないもの 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 同 左 同 左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

   時価法 同 左 同 左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

   商品  商品  商品 

   売価還元法による原価法 

ただし、販売用自動車は個別

法による原価法によっており

ます。 

同 左 同 左 

   貯蔵品  貯蔵品  貯蔵品 

   最終仕入原価法によってお

ります。 

同 左 同 左 

２．固定資産の減価

償却の方法 

(1）有形固定資産及び投資不

動産 

(1）有形固定資産及び投資不

動産 

(1)有形固定資産及び投資不

動産 

   定率法 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備及び事業用定期借地契

約による借地上の建物を除

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、残存価額を零とし、契約

残年数を基準とした定額法に

よっております。 

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物    ３年～34年 

構築物   ３年～30年 

投資不動産 ３年～50年 

同 左 同 左 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  ・ソフトウェア（自社利用） ・ソフトウェア（自社利用） ・ソフトウェア（自社利用） 

  社内における利用可能期

間（５年）による定額法 

同 左 同 左 

  ・事業用借地権（当該借地権

を設定している土地の改良

費等を含む） 

・事業用借地権（当該借地権

を設定している土地の改良

費等を含む） 

・事業用借地権（当該借地権

を設定している土地の改良

費等を含む） 

  契約残年数を基準とした

定額法 

同 左 同 左 

  ・営業権 ・営業権 ・営業権 

  商法の規定に基づき５年

均等償却 

同 左 同 左 

  ・その他無形固定資産 ・その他無形固定資産 その他無形固定資産 

  定額法 同 左 同 左 

３．引当金の計上基

準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

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 同 左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に支給する賞与の支

出に充てるため支給見込額に

基づき計上しております。 

同 左 同 左 

  (3）退職給付引当金 (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、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。な

お、会計基準変更時差異

（108百万円）については、

５年による按分額を費用処理

しております。 

 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、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 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。なお、

会計基準変更時差異（108百

万円）については、５年によ

る按分額を費用処理しており

ます。 

   数理計算上の差異は翌年度

に費用処理（１年）すること

としております。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を費用

処理しております。 

 数理計算上の差異は翌年度

に費用処理（１年）すること

としております。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を費用

処理しております。 

 数理計算上の差異は翌年度

に費用処理（１年）すること

としております。 

過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を費用

処理しております。 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (4）役員退職給与引当金 (4）役員退職給与引当金 (4）役員退職給与引当金 

   当社は、平成１６年６月に

役員退職慰労金制度を廃止

し、内規に基づく制度廃止時

の要支給額を役員の退任時に

支払うこととなったため、当

該支給予定額を計上しており

ます。 

同 左 同 左 

  (5）投資損失引当金 (5）投資損失引当金 (5）投資損失引当金 

   関係会社に対する投資に係

る損失に備えるため、財政状

態等を勘案した損失見込額を

計上しております。 

同 左 同 左 

４．リース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同 左 同 左 

５．ヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、金利スワッ

プについては、特例処理の要

件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。 

同 左 同 左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   変動金利の借入金に対し

て、金利スワップをヘッジ手

段として用いております。 

同 左 同 左 

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   当社の社内ルールに基づ

き、金利変動リスクをヘッジ

しており、投機的な取引及び

短期的な売買損益を得る目的

でデリバティブ取引は行わな

い方針であります。 

同 左 同 左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ開始日から有効性の

判定時点までの期間における

借入金の支払利息にかかわる

金利変動額と金利スワップ取

引の金利変動額との累計を比

較分析により測定し、有効性

の評価を行っております。 

同 左 同 左 

６．その他中間財務

諸表（財務諸

表）作成のため

の基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同 左 

消費税等の会計処理 

同 左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより営業利益が40百万円、経

常利益が47百万円それぞれ増加し、

税引前中間純利益が443百万円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

＊１．有形固定資産及び投資不動産の減価

償却累計額 
   

  
有形固定資産 

投資不動産 

 
3,091百万円

417百万円

3,472百万円

506百万円

3,272百万円

435百万円

＊２．担保資産 

(1）担保に供している資産 

   

  
建物 

土地 

投資不動産 

計 

 
300百万円

2,193百万円

596百万円

3,090百万円

277百万円

2,193百万円

425百万円

2,896百万円

288百万円

2,193百万円

590百万円

3,072百万円

(2）担保資産に対応する債務    
  

  

短期借入金 

長期借入金 
（１年以内返済予定額を含む） 

社債 
（１年以内償還予定額を含む） 

計 

 
500百万円

2,838百万円

500百万円

3,838百万円

700百万円

1,824百万円

200百万円

2,724百万円

200百万円

2,281百万円

500百万円

2,981百万円

 ３．偶発債務 金融機関からの借入に対する

保証債務 

金融機関からの借入に対する

保証債務 

金融機関からの借入に対する

保証債務 
 

  
㈱サンセブン 2,097百万円

  
   キノシタオート

㈱ 
350百万円

 
キノシタオート
㈱ 

350百万円 ㈱セブンプラン
ニング 

80百万円 ㈱セブンプラン
ニング 

80百万円

 
㈱バイクセブン 190百万円 ㈱バイクセブン 190百万円 ㈱バイクセブン 190百万円

 
㈱サンオートイ
ンターナショナ
ル 

100百万円
㈱サンオートイ
ンターナショナ
ル 

355百万円
㈱サンオートイ
ンターナショナ
ル 

290百万円

  リース債務に対する保証債務 

㈱サンセブン 

リース債務に対する保証債務 

㈱サンセブン 

リース債務に対する保証債務 

㈱サンセブン 

  17百万円 12百万円 14百万円 

＊４．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、未払消費

税等として表示しておりま

す。 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動資産

の「その他」に含めておりま

す。 

───── 

＊５．貸出コミットメント・ライン契約 ───── 当社においては、長期にわた

る機動的、安定的な資金の調

達を行うため取引銀行７行と

シンジケート・ローンにおけ

る貸出コミットメント・ライ

ン契約を締結しております。 

当該契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

当社においては、長期にわた

る機動的、安定的な資金の調

達を行うため取引銀行７行と

シンジケート・ローンにおけ

る貸出コミットメント・ライ

ン契約を締結しております。 

当該契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

    貸出コミットメ

ントの総額 
3,000百万円

借入実行残高 700百万円

差引額 2,300百万円

貸出コミットメ

ントの総額 
3,000百万円

借入実行残高 200百万円

差引額 2,800百万円



（中間損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  
＊１．営業外収益のう

ち主要なもの 

  
受取利息及び配当金 1百万円

不動産賃貸収入 216百万円

 
受取利息及び配当金 0百万円

不動産賃貸収入 217百万円

受取利息及び配当金 2百万円

不動産賃貸収入 453百万円

  
＊２．営業外費用のう

ち主要なもの 

  
支払利息 37百万円

不動産賃貸原価 188百万円

 
支払利息 25百万円

不動産賃貸原価 199百万円

支払利息 67百万円

不動産賃貸原価 387百万円

  

  

＊３．特別損失のうち

主要なもの 

  
投資損失引当金繰入額 50百万円

 
減損損失 491百万円 関係会社株式評価損 64百万円

投資損失引当金繰入額 50百万円

退職給付会計基準変更
時差異償却 

21百万円

＊４．法人税、住民税

及び事業税 

法人税等調整額 

当中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額については、当期に

おいて予定している利益処分による

租税特別措置法上の準備金等の取崩

しを前提として、当中間会計期間に

係る金額を計算しております。 

同 左 ───── 

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 176百万円 188百万円 357百万円 

無形固定資産 28百万円 33百万円 57百万円 

投資不動産 18百万円 16百万円 36百万円 

＊６ 減損損失 ───── 当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失

を計上しております。 

───── 

    
 

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び
構築物等 

兵庫県他
(計４店舗) 

賃貸用資
産 

土地及び
建物等 

兵庫県他

  

    当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主として店舗

を基本単位とし、賃貸用資産につい

ては物件毎にグルーピングしており

ます。 

営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスとなっている資産グループ

や地価の下落の著しい資産グループ

について帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

491百万円として特別損失に計上し

ております。その主な内訳は、建物

171百万円、投資不動産209百万円、

リース資産86百万円、その他23百万

円であります。 

資産グループの回収可能価額を正味

売却価額により測定している場合に

は、不動産鑑定評価額等に基づき評

価しております。また、資産グルー

プの回収可能価額を使用価値により

測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しております。 

  



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

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 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械及
び装置 

642 278 364

工具器
具備品 

651 480 171

その他 11 4 6

合計 1,304 762 542

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械
及び
装置 

797 347 52 398

工具
器具
備品 

506 349 28 128

その
他 

11 6 － 4

合計 1,314 702 80 531

  

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械及
び装置 

670 322 347 

工具器
具備品 

651 532 118 

その他 11 5 5 

合計 1,333 860 472 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額 
  

１年内 181百万円

１年超 374百万円

合計 556百万円

  
１年内 164百万円

１年超 434百万円

合計 598百万円

１年内 154百万円

１年超 330百万円

合計 485百万円

  リース資産減損勘定中間期末残高 

52百万円 

  

(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、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

(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 117百万円

減価償却費相当額 110百万円

支払利息相当額 6百万円

  
支払リース料 77百万円

リース資産減損勘
定の取崩額 

31百万円

減価償却費相当額 75百万円

支払利息相当額 6百万円

減損損失 83百万円

  

支払リース料 222百万円

減価償却費相当額 208百万円

支払利息相当額 13百万円

(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 (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 同 左 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(5）利息相当額の算定方法 (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 同 左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 22百万円

１年超 101百万円

合計 123百万円

  
１年内 22百万円

１年超 78百万円

合計 101百万円

１年内 22百万円

１年超 90百万円

合計 112百万円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 （注） 当社の子会社であるキノシタオート株式会社は、日本証券業協会が運営する気配公表銘柄制度（グリーンシート）に登録

しております。上表における時価は、同制度の取引価額に基づき算定しております。 

  

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 該当事項はありません。 

  

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 該当事項はありません。 

  
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 280 528 248 

関連会社株式 － － － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,095.51円 

１株当たり中間純利益 13.76円 

滞在株式調整後１株当
たり中間純利益 

13.72円 

 

１株当たり純資産額 1,112.42円

１株当たり中間純利益 4.68円

滞在株式調整後１株当
たり中間純利益 

4.67円

１株当たり純資産額 1,140.76円 

１株当たり当期純利益 73.71円 

滞在株式調整後１株当
たり当期純利益 

73.55円 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 90 31 485 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

90 31 485 

期中平均株式数（千株） 6,571 6,640 6,591 

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益 

   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 20 14 14 

（うち自己株式取得方式によるストッ
クオプション） 

（20） （14） （14） 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── 当社は、平成17年10月25日開催の取

締役会において、平成18年４月１日

付で会社分割を行い、持株会社体制

へ移行するとともに、平成18年１月

に設立予定の当社100％子会社への

営業の承継、および会社分割に係わ

る準備作業に入ることを承認決議い

たしました。 

────── 

  (1）会社分割の目的 

 当社グループは、持株会社制に

移行することにより、 

① 持株会社主導による、効率的

でスピーディなグループ戦略

の推進 

② 持株会社制による、傘下の各

事業会社の経営責任の明確化 

③ 各事業会社における機動的な

事業運営と、最適な人的資源

の配置 

 以上の実現により、多様な事業

分野を通じてサービスの幅を広

げ、お客様の快適なライフスタイ

ルの向上に貢献していきたいと考

えております。 

  

  (2）会社分割する事業の内容、規模 

 当社のオートバックス事業及び

新車・中古車事業を分割する予定

であります。 

  

   同事業にかかる当社の直前期

（第30期）の売上高は下記の通り

であります。なお、当社は平成17

年４月１日に連結子会社であるキ

ノシタオート㈱を吸収合併したた

め、下記の売上高については当社

及び合併前のキノシタオート㈱の

同期間における売上高の合計を記

載しております。 

  

  
  
オートバックス事
業 

23,375百万円

新車・中古車事業 328百万円

  

  (3）会社分割の方法 

 当社を分割会社とし、平成18年

１月設立予定の当社100％子会社

を承継会社とする分社型吸収分割

を予定しております。 

  



  

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (4）承継会社の概要 

 承継会社の名称、当該会社の資

産・負債及び資本の額、従業員数

等は未定となっております。 

  

  (5）会社分割の日程 

・分割契約書承認取締役会および

分割契約書締結 

平成18年１月下旬（予定） 

・分割契約書承認臨時株主総会 

平成18年２月中旬（予定） 

・分割期日 

平成18年４月１日（予定） 

  



(2）【その他】 

 平成17年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ)中間配当による配当金の総額……………………83百万円 

(ロ)１株当たりの金額…………………………………12.5円 

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成17年12月9日 

 （注） 平成17年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第30期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日近畿財務局長に提出。 

２ 有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書 

平成17年８月19日近畿財務局長に提出。 

平成17年６月30日提出の有価証券報告書及びその添付書類に係る訂正報告書であります。 

３ 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年３月31日）平成17年４月15日近畿財務局長に提出。 

報告期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年４月30日）平成17年５月16日近畿財務局長に提出。 

報告期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月13日近畿財務局長に提出。 

報告期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月15日近畿財務局長に提出。 

４ 臨時報告書 

平成17年10月28日近畿財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（会社分割）に基づく臨時報告書であります。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成16年12月21日

株式会社 オートセブン     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 黒崎 寛   印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 常本 良治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社オートセブンの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４

月１日から平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社オートセブン及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月21日

株式会社 オートセブン     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 黒崎 寛   印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 常本 良治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社オートセブンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社オートセブン及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間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に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間

より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成16年12月21日

株式会社 オートセブン     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 黒崎 寛   印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 常本 良治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社オートセブンの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社オートセブンの平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16

年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月21日

株式会社 オートセブン     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 黒崎 寛   印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 常本 良治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社オートセブンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第31期事業年度の中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社オートセブンの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固

定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月25日開催の取締役会において、平成18年４月１日

付でオートバックス事業及び新車・中古車事業を会社分割し、持株会社体制へ移行することを決議した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

※ 上記は、当社（半期報告書提出会社）が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 
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