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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。 

 ３．平成18年３月31日現在の株主に対して、平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式

分割を行っており、平成18年３月末時点の株価は権利落後の株価となっております。そのため、第31期の株

価収益率については権利落後の株価に分割割合を乗じて算出しております。 

４．第32期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第30期中 第31期中 第32期中 第30期 第31期 

会計期間 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高(百万円) 19,976 25,976 28,252 43,933 54,273 

経常利益(百万円) 260 515 559 1,123 1,540 

中間（当期）純利益又

は中間純損失（－） 

(百万円) 

94 －42 249 360 479 

純資産額(百万円) 7,131 7,111 7,683 7,396 7,551 

総資産額(百万円) 19,119 19,694 23,723 19,110 21,453 

１株当たり純資産額 

(円) 
1,083.67 1,069.34 572.41 1,114.22 1,130.17 

１株当たり中間（当

期）純利益又は中間純

損失(－)(円) 

14.38 －6.37 18.71 54.71 67.66 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益(円) 

14.31 － 18.70 54.58 67.56 

自己資本比率(％) 37.3 36.1 32.1 38.7 35.2 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー(百万円) 
－123 4 2,125 1,406 1,442 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー(百万円) 
－554 －910 －813 －1,007 －2,361 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー(百万円) 
－305 583 273 －2,100  1,593 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高

(百万円) 

2,215 1,176 3,759 1,498 2,174 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者

数](人) 

875 

[806] 

931 

[1,145] 

947 

[1,245] 

928 

[904] 

907 

[1,168] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

 ２．平成18年３月31日現在の株主に対して、平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式

分割を行っており、平成18年３月末時点の株価は権利落後の株価となっております。そのため、第31期の株

価収益率については権利落後の株価に分割割合を乗じて算出しております。 

 ３．平成18年4月1日より持株会社体制に移行したため、第32期中より経営指標等が大きく変動しております。 

       ４. 第32期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第30期中 第31期中 第32期中 第30期 第31期 

会計期間 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高(百万円) 10,212 11,572 1,290 21,167 24,852 

経常利益(百万円) 238 585 72 1,051 1,544 

中間（当期）純利益 

(百万円) 
90 31 30 485 364 

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 13,336 6,668 6,668 

純資産額(百万円) 7,208 7,397 7,499 7,572 7,647 

総資産額(百万円) 14,596 14,435 14,922 13,811 16,305 

１株当たり純資産額

（円） 
1,095.51 1,112.42 563.29 1,140.76 1,144.59 

１株当たり中間（当

期）純利益（円） 
13.76 4.68 2.32 73.71 50.38 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益（円） 

13.72 4.67 2.32 73.55 50.30 

１株当たり配当額

（円） 
10.0 12.5 5.0 20.0 25.0 

自己資本比率(％) 49.4 51.2 50.3 54.8 46.9 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者

数](人) 

655 

[206] 

687 

[210] 

25 

[14] 

635 

[213] 

710 

[224] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社は平成18年４月１日付で当社が営む全ての営業（グループ経営に関する企画・

計画及び管理に関わる営業を除く）を当社の100％出資の子会社である株式会社オートセブン（平成18年４月１日付

でオートセブン分割準備株式会社から商号変更）へ承継させ、持株会社へ移行するとともに商号を株式会社Ｇ-７ホ

ールディングスへと変更しております。 

 また、当社の事業の中心が不動産賃貸及び関係会社管理等になったこと及び当社グループとして不動産賃貸物件が

増加していることから、当中間連結会計期間より不動産賃貸事業を主たる事業として位置付け、当該事業を新たな事

業の種類別セグメントとしております。 

 これらに伴う当中間連結会計期間における主な事業の内容及び主な関係会社の異動は次のとおりであります。 

  ＜オートバックス事業＞ 

  株式会社オートセブンが行っております。 

  ＜新車・中古車事業＞ 

  株式会社サンオートインターナショナル（神戸市須磨区）及び株式会社オートセブンが行っております。 

   なお、株式会社サンオートインターナショナル（神戸市中央区）は清算手続中であります。 

  ＜食品・雑貨小売事業＞ 

  主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。 

  ＜不動産賃貸事業＞ 

  当社及び株式会社セブンプランニング他が行っております。 

  ＜その他の事業＞ 

  株式会社バイクセブン及び株式会社セブンプランニング他が行っております。 

  

３【関係会社の状況】 

 （1）当中間連結会計期間において、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）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）当中間連結会計期間において、七福（成都）汽車用品有限公司については、所有する持分を譲渡したため関係

会社ではなくなりました。 

  

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。 

３．不動産賃貸事業については、専属人員不在のため記載を省略しております。 

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 

 (連結子会社) 

 ㈱ジョイセブンコー

ポレーション 

  

 神戸市須磨区 

  

50 

  

 その他の事業 

  

100.0 

  

役員の兼務１名 

  平成18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 696[  229] 

新車・中古車事業 39[    7] 

食品・雑貨小売事業 145[  935] 

その他の事業 42[   60] 

全社（共通）  25[   14] 

合計  947[1,245] 



(2）提出会社の状況 

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

す。 

        ２．平成18年4月1日より持株会社体制に移行しております。このため、当中間会計期間の従業員数は、前中間会

計期間及び前事業年度と比較して大きく変動しております。 

  

(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。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人）  25[   14] 



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回復基調に移行しつつあるとはいえ、原材料の高

騰、金利上昇の懸念、原油高騰の要因等が加わり、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、当社は、平成18年4月1日付けで持株会社体制に移行し、「効率的でスピーディなグル

ープ戦略の推進」、「傘下の各事業会社の経営責任の明確化」、「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」を推進し、同日に商号を「株式会社G－7ホールディングス」に変更いたしました。 

オートバックス事業では、車関連用品販売に加え、車検・板金・塗装等のサービスの強化をはかり、トータルカー

ライフサポートの更なる充実を図ってまいりました。又、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」の店舗展開を引き続き積極的に図ってきたことで、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8.8％増の28,252百万円の増収となりました。又、経常利益はグループ各社の売上総利益率の改善や販売

管理費の節減等に取り組んだ結果、前年同期比8.5％増の559百万円で増益となりました。中間純利益は249百万円

（前年同期は中間純損失42百万円）となり大幅な増益となりました。 

 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、車検・板金・塗装等のサービスの強化を通じて事業の基盤強化を行いまし

た。この結果、売上高は、11,441百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は394百万円（同53.5％減）となりまし

た。 

 新車・中古車事業につきましては、販売の強化と販売管理費の節減等、収益の向上に積極的に取り組みました。

この結果、売上高は1,835百万円（前年同期比24.2％増）、営業利益が5百万円（前年同期は営業損失68百万円）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」を愛知県に2店舗（半田店、

小牧店）、三重県に2店舗（津高茶屋店、道伯店）奈良県に1店舗（大安寺店）福岡県に1店舗（新宗像店）の計6店

舗を開店し、当中間連結会計期間末の店舗総数は73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、売上高は14,141百万円（前年同期比12.2％増）、営業利益は115百万円（同399.1％増）

となりました。 

 不動産賃貸事業につきましては、当中間連結会計期間より営業外損益に計上していたものを営業損益にて計上し

ております。神戸市垂水区に「味の街舞多聞」がオープンし、その結果、売上高は366百万円、営業利益は203百万

円となりました。 

  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・買取等を行う「バイクセブ

ン」の2号店（東大阪店）が平成18年9月にオープンいたしました。その結果、売上高は467百万円（前年同期比

3.5％減）、営業損失は12百万円（前年同期は営業損失22百万円）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。）は、前連結会計年度末に比べ

1,584百万円増加し、当中間連結会計期間末の資金は3,759百万円(前年同期末は1,176百万円)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2,125百万円(前年同期は4百万円の増加)となりました。これは税金等調整前中間純

利益が481百万円、減価償却費が414百万円あり、また、当中間連結会計期間の末日が金融機関の休日のため仕入債

務の増加が1,395百万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813百万円（同910百万円の減少）となりました。これは有形固定資産の売却による

収入が169百万円ありましたが、オートバックス店舗用地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1,106百万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273百万円（同583百万円の増加）となりました。これは短期借入れの純増が989百

万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が408百万円、社債の償還による支出が130百万円、配当金の支払

が82百万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。 

３．当中間連結会計期間より、当社グループとして不動産賃貸事業を主たる事業として位置付けることとしたた

め、当該事業が増えております。 

(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．当中間連結会計期間より、当社グループとして不動産賃貸事業を主たる事業として位置付けることとしたた

め当該事業が増えております。 

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、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

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 7,014 98.1 

新車・中古車事業 1,526 122.9 

食品・雑貨小売事業 11,777 110.9 

不動産賃貸事業  － － 

その他の事業 389 134.1 

合計 20,707 107.3 

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 11,441 100.3 

新車・中古車事業 1,835 124.2 

食品・雑貨小売事業 14,141 112.2 

不動産賃貸事業 366 － 

その他の事業 467 96.5 

合計 28,252 108.8 



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。 

    国内子会社 

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 
（％） 

 株式会社サンセブン 食品・雑貨小売事業  

  愛知県２店舗  

  三重県２店舗  

 奈良県１店舗 

 福岡県１店舗 

228 685 2.4 



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） 平成18年4月1日付で1株を2株に株式分割したことによるものであります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 52,000,000 

計 52,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18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 13,336,400 13,336,400 

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 13,336,400 13,336,400 － － 

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18年4月1日   

（注） 
6,668 13,336 － 1,785 － 2,723 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記信託銀行の所有株式には、信託業務に係る株式が次のとおり含まれています。 

            日本マスタートラスト信託銀行株式会社  422千株 

      野村信託銀行株式会社         169千株 

(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4,800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48個が含まれております。 

  平成18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 2,350 17.62 

木下 智雄 神戸市西区 1,853 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 1,694 12.70 

関 稚奈巳 神戸市西区 1,129 8.46 

木下 陽子 神戸市西区 826 6.19 

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社 
東京都港区浜松町2-11-3 422 3.16 

株式会社オートバックスセブン 東京都江東区豊洲5-6-52 337 2.52 

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) 

221 1.66 

茂理 佳弘 兵庫県姫路市 193 1.45 

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町2-2-2 169 1.26 

計 － 9,197 68.96 

  平成18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   22,700 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,312,200 133,122 － 

単元未満株式 普通株式   1,500 － － 

発行済株式総数 13,336,400 － － 

総株主の議決権 － 133,122 － 



②【自己株式等】 

  

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、東京証券取引所（市場第一部）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18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 

（％） 

株式会社G－7ホールデイ
ングス 

神戸市須磨区弥栄台

３－１－６ 
22,700 － 22,700 0.2 

計 － 22,700 － 22,700 0.2 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,125 1,049 900 848 830 823 

最低（円） 1,020 878 745 682 730 768 



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。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後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17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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   1,176   3,759   2,174  

２．売掛金   819   783   872  

３．たな卸資産   4,056   4,368   4,121  

４．繰延税金資産   177   171   176  

５．その他   716   671   752  

６．貸倒引当金   －0   －    －  

流動資産合計   6,945 35.3  9,754 41.1  8,097 37.7 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ＊1,2          

１．建物及び構築物  4,935   5,962   4,930   

２．機械装置及び運搬具  95   102   106   

３．土地  2,196   3,841   1,685   

４．その他  297 7,524  424 10,332  233 6,956  

(2）無形固定資産   379   343   345  

(3）投資その他の資産           

１．投資不動産 ＊1,2 1,645   －   2,812   

２．敷金・保証金  2,260   2,348   2,285   

３．繰延税金資産  617   760   696   

４．その他  352   218   303   

５．貸倒引当金  -30 4,844  -33 3,293  -44 6,054  

固定資産合計   12,748 64.7  13,969 58.9  13,356 62.3 

資産合計   19,694 100.0  23,723 100.0  21,453 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 *４  2,253   3,873   2,477  

２．短期借入金 ＊2,3  5,317   7,873   6,936  

３．１年以内償還予定の社債 ＊２  260   60   160  

４．未払法人税等   232   335   456  

５．賞与引当金   142   235   243  

６．その他   1,901   1,807   1,513  

流動負債合計   10,108 51.3  14,185 59.8  11,787 54.9 

Ⅱ 固定負債           

１．社債 ＊２  90   30   60  

２．長期借入金 ＊２  1,095   380   736  

３．退職給付引当金   177   207   192  

４．役員退職給与引当金   144   144   144  

５．その他   949   1,091   919  

固定負債合計   2,456 12.5  1,853 7.8  2,052 9.6 

負債合計   12,565 63.8  16,039 67.6  13,840 64.5 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 
（％） 

（少数株主持分）           

少数株主持分   17 0.1  － －  62 0.3 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,785 9.1  － －  1,785 8.3 

Ⅱ 資本剰余金   2,718 13.8  － －  2,717 12.7 

Ⅲ 利益剰余金   3,076 15.6  － －  3,514 16.4 

Ⅳ 土地再評価差額金   －466 -2.4   －  －  －466 -2.2 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   8 0.0  － －  5 0.0 

Ⅵ 為替換算調整勘定   －0 -0.0   －  －  1 0.0 

Ⅶ 自己株式   －10 -0.0  － －  －8 -0.0 

資本合計   7,111 36.1  － －  7,551 35.2 

負債、少数株主持分及び資本
合計   19,694 100.0  － －  21,453 100.0 

           

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     －     1,785     －   

２．資本剰余金     －     2,717     －   

３．利益剰余金     －     3,645     －   

４．自己株式     －     －7     －   

株主資本合計     － －   8,141 34.3   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評価差額金     －     2     －   

２．土地再評価差額金     －     －524     －   

３．為替換算調整勘定     －     1     －   

評価・換算差額等合計     － －   －520  －2.2   － － 

Ⅲ 少数株主持分     － －   63 0.3   － － 

純資産合計     － －   7,683 32.4   － － 

負債純資産合計     － －   23,723 100.0   － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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   25,976 100.0  28,252 100.0  54,273 100.0 

Ⅱ 売上原価   18,964 73.0  20,754 73.5  39,269 72.4 

売上総利益   7,011 27.0  7,498 26.5  15,004 27.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１  6,523 25.1  6,947 24.6  13,520 24.9 

営業利益   488 1.9  550 1.9  1,483 2.7 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  0   1   2   

２．受取配当金  0   0   0   

３．不動産賃貸収入  226   －   538   

４．受取手数料  －   50   80   

５．その他  115 343 1.3 54 107 0.4 154 776 1.4 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  44   39   85   

２．不動産賃貸原価  180   －   444   

３．営業権償却  17   －   35   

４．その他  73 316 1.2 59 99 0.4 154 720 1.3 

経常利益   515 2.0  559 2.0  1,540 2.8 

Ⅵ 特別利益           

持分変動利益  7 7 0.0 － － － 7 7 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損  ＊３ －   47   －   

２．店舗閉鎖損   －   29   54   

３．減損損失  ＊４ 495   －   495   

４．貸倒引当金繰入額   － 495 1.9 － 77 0.3 10 560 1.0 

税金等調整前中間（当期）
純利益   26 0.1  481 1.7  986 1.8 

法人税、住民税及び事業税 ＊２ 205   304   723   

法人税等還付税額等   －   －21   －   

法人税等調整額 ＊２ －134 71 0.3 －57 225 0.8 －209 514 0.9 

少数株主利益または少数株
主損失（－）   －2 －0.0  7 0.0   －7 －0.0 

中間（当期）純利益または
中間純損失（－）   －42 －0.2  249 0.9  479 0.9 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 
(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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

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   2,718  2,718 

Ⅱ 資本剰余金減少高      

自己株式処分差損  0 0 1 1 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

  2,718  2,717 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,465  3,465 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  － － 479 479 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．中間純損失  42  －  

２．配当金  66  149  

３．土地再評価差額金取崩
額 

 281 389 281 430 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

  3,076  3,514 

      



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

1,785 2,717 3,514 -8 8,010 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     -83   -83 

利益処分による役員賞与（注）     -30   -30 

中間純利益     249   249 

売却に伴う土地再評価差額金取
崩額 

    -5   -5 

自己株式の取得       -0 -0 

自己株式の処分   -0   1 1 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

        － 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ -0 130 1 131 

平成18年9月30日 残高 
（百万円） 

1,785 2,717 3,645 -7 8,141 

 

評価・換算差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

土地再評価
差額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

5 -466 1 -458 62 7,613 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）       －   -83 

利益処分による役員賞与（注）       －   -30 

中間純利益       －   249 

売却に伴う土地再評価差額金取崩
額 

  5   5   － 

自己株式の取得       －   -0 

自己株式の処分       －   1 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

-2 -64 -0 -67 0 -66 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

-2 -58 -0 -61 0 70 

平成18年9月30日 残高 
（百万円） 

2 -524 1 -520 63 7,683 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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 

 26 481 986 

減価償却費  376 414 823 

連結調整勘定償却額  15 － 31 

のれん償却額  － 15 － 

減損損失  495 － 495 

貸倒引当金の増減額  6 -10 19 

退職給付引当金の増減
額 

 -37 14 -22 

賞与引当金の増減額  -81 -7 18 

有形固定資産除却損  0 9 26 

受取利息及び受取配当
金 

 -0 -1 -3 

支払利息  44 39 85 

固定資産売却損  － 47 － 

持分変動利益  -7 － -7 

役員賞与の支払額  － -30 － 

売上債権の増減額  103 73 59 

たな卸資産の増減額  -305 -265 -370 

その他の資産の増減額  -185 61 -220 

仕入債務の増減額  -13 1,395 210 

未払消費税等の増減額  -60 83 -7 

その他の負債の増減額  127 156 138 

その他  43 68 70 

小計  550 2,545 2,336 

利息及び配当金の受取
額 

 0 1 3 

利息の支払額  -45 -33 -87 

法人税等の支払額  -501 -389 -810 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 4 2,125 1,442 

 



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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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 

 -811 -1,106 -1,816 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 8 169 13 

投資不動産の取得によ
る支出  

 － － -367 

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る収入 

 － 26 － 

貸付による支出  -60 － -70 

貸付金の回収による収
入 

 1 1 13 

敷金保証金の預入によ
る支出 

 -73 -102 -209 

預り敷金保証金の受入
による収入  

 － 245 105 

その他の支出  -19 -54 -56 

その他の収入  43 5 27 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 -910 -813 -2,361 

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  3,795 － － 

短期借入金の返済によ
る支出 

 -2,280 － － 

短期借入金の純増減額  － 989 3,240 

長期借入金の返済によ
る支出 

 -482 -408 -946 

社債の償還による支出  -330 -130 -460 

少数株主からの払込に
よる収入 

 27 － 76 

自己株式の売却による
収入 

 6 1 9 

自己株式の取得による
支出 

 -0 -0 -1 

配当金の支払額  -65 -82 -148 

その他の支出  -86 -96 -176 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 583 273 1,593 

 



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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

 -322 1,584 676 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,498 2,174 1,498 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

  1,176 3,759 2,174 

     



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

連結子会社名 

㈱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。 

連結子会社の数  ９社 

連結子会社名 

㈱オートセブン（旧オート

セブン分割準備㈱） 

 ㈱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（神戸市須磨区） 

 ㈱人財ソリューション 

 ㈱サンオートインターナシ

ョナル（神戸市中央区） 

七福集団有限公司 

㈱ジョイセブンコーポレー

ション 

上記のうち㈱ジョイセブンコ

ーポレーションについては、

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、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譲渡した

ため、連結の範囲から除いて

おります。 

連結子会社の数   ９社 

連結子会社名 

オートセブン分割準備㈱ 

㈱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（神戸市須磨区） 

 ㈱人財ソリューション 

 ㈱サンオートインターナシ

ョナル（神戸市中央区） 

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、オートセブン分

割準備㈱、㈱サンオートイン

タ－ナショナル（神戸市須磨

区）、㈱人財ソリューショ

ン、七福（成都）汽車用品有

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、キノシタオ

ート㈱については、平成１７

年４月１日付で当社と合併し

たため、連結の範囲から除い

ております。 

（ロ）非連結子会社の名称等 

  七福携帯（北京）信息技術

有限公司 

（連結の範囲から除いた理

由） 

  非連結子会社は、小規模で

あり、総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため

であります。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 （イ）持分法を適用した非連

結子会社の状況 

該当事項はありません。 

（ロ）持分法を適用していな

い非連結子会社の名称等 

七福携帯（北京）信息技術有

限公司 

（持分法を適用しない理由） 

当期純損益及び利益剰余金等

からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外

しております。 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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有価証券 

その他有価証券 

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） 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

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 

 （評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定） 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は全部資本

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 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

 ②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同 左 

②デリバティブ 

同 左 

 ③たな卸資産 

 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。 

③たな卸資産 

 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・雑貨は先入先出法によ

る原価法、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 

（会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間から食

料品・雑貨の評価基準及び評

価方法を最終仕入原価法から

先入先出法による原価法に変

更しております。 

 この変更は、在庫管理シス

テムの見直しにより、より合

理的なたな卸資産の評価およ

び適正な期間損益計算が可能

となったためであります。 

 なお、この変更による影響

額は軽微であります。  

③たな卸資産 

 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 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法によってお

ります。 

 貯蔵品 

同 左 

 貯蔵品 

同 左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 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 

①有形固定資産 

 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。 

 主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物 

３年～34年 

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 

 ②無形固定資産 

・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 

②無形固定資産 

・ソフトウェア（自社利用） 

同 左 

②無形固定資産 

・ソフトウェア（自社利用） 

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） 

契約残年数を基準とした

定額法 

・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） 

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） 

同 左 

 ・営業権 

商法の規定に基づき５年

均等償却 

 ────── 

  

・営業権 

５年均等償却 

 ・その他無形固定資産 

定額法 

・その他無形固定資産 

同 左 

・その他無形固定資産 

同 左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同 左 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同 左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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。 

②賞与引当金 

同 左 

②賞与引当金 

同 左 

 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。 

③退職給付引当金 

 同 左 

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

基づき計上しております。 

  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 

 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。 

④役員退職給与引当金 

同 左 

④役員退職給与引当金 

同 左 

  ⑤   ────── 

  

 ⑤役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備え、当

連結会計年度における支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上することとしてお

ります。 

（会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用してお

ります。 

  なお、役員賞与は年間業績

を基礎として算定しており、

当中間連結会計期間では合理

的な算定が困難であるため計

上しておりません。 

  

⑤   ────── 

  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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。 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

同 左 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

同 左 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 

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。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同 左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同 左 

 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。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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。 

③ヘッジ方針 

同 左 

③ヘッジ方針 

同 左 

 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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

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 

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。 

(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 

消費税等の会計処理 

同 左 

(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 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

 ────── 

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「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72百万

円、経常利益が80百万円それぞれ増

加し、税金等調整前当期純利益が415

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。 

 ────── 

  

  

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

    当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

５号平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号 平成17

年12月9日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は7,620百万円でありま

す。なお、当中間連結会計期間に

おける中間連結財務諸表について

は、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。 

 ────── 

  

  

  

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ────── 

  

  

  

（不動産賃貸収入及び不動産賃貸原

価の計上区分の変更） 

   従来、不動産賃貸収入及び不動

産賃貸原価については、営業外収

益及び営業外費用に計上しており

ましたが、不動産賃貸物件の増加

により、当社グループとして不動

産賃貸事業を主たる事業として位

置付けることとしたため、当中間

連結会計期間より、当該収入及び

原価を売上高及び売上原価に計上

する方法に変更いたしました。 

 この変更により、従来の方法と

比較して、売上高が366百万円、売

上原価が324百万円増加し、売上総

利益及び営業利益が41百万円増加

しましたが、経常利益及び税金等

調整前中間純利益に対する影響額

はありません。 

 また、この変更に伴い従来、

「投資その他の資産」の「投資不

動産」として表示しておりました

賃貸用物件に係る固定資産は、当

中間連結会計期間より、「有形固

定資産」に含めて表示しておりま

す。 

（有形固定資産に含まれる投資不

動産の額は、建物及び構築物1,092

百万円、土地1,729百万円、その他

4百万円です。）  

 ────── 

  

  

  



表示方法の変更 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

  

  

────── 

  (中間連結損益計算書） 

   １．  「受取手数料」は、前中間連結会計期間は、営業

外収益の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間において営業外収益の総

額の100分の10をこえ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「受取手数料」の

金額は33百万円であります。 

  (中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  １．   前中間連結会計期間において、「連結調整勘定

償却額」として掲記されていたものは、当中間連

結会計期間から「のれん償却額」として表示して

おります。 

  ２.    投資活動によるキャッシュ・フローの「預り敷

金保証金の受入による収入」は、前中間連結会計

期間は「その他の収入」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

の収入」に含まれている「預り敷金保証金の受入

による収入」は38百万円であります。 

   ３．   前中間連結会計期間まで「短期借入れによる収

入」及び「短期借入金の返済による支出」につい

て区分掲記しておりましたが、短期借入金につい

ては、期間が短く、かつ回転が速い項目であるた

め、当中間連結会計期間において「短期借入金の

純増減額」として純額表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「短期借入れによ

る収入」は4,783百万円、「短期借入金の返済によ

る支出」は－3,794百万円であります。 

  



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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18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 3,876百万円

投資不動産 571百万円

有形固定資産   4,840百万円

     

有形固定資産 3,935百万円

投資不動産 809百万円

＊２ 担保資産及び担

保付債務 

   

(1）担保に供してい

る資産 

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    376百万円

土地  2,350百万円

     

計  2,727百万円

建物及び構築物    195百万円

土地 1,685百万円

投資不動産 1,077百万円

計 2,958百万円

(2）担保資産に対応

する債務 

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 2,000百万円

    

  

長期借入金 1,002百万円

（１年以内返済予定の長期借入金を

含む） 

計 3,002百万円

短期借入金 2,400百万円

社債 100百万円

（１年以内償還予定の社債を含む）

長期借入金 1,385百万円

（１年以内返済予定の長期借入金を

含む） 

計 3,885百万円

＊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 － 

差引額 3,000百万円

貸出コミットメント

の総額 
3,000百万円

借入実行残高    1,000百万円

差引額 2,000百万円

 *４ 期末日満期手形  ──────  中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。 

 なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形が

中間連結会計期間末日の残高に含ま

れております。 

 支払手形 17百万円

 ────── 



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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 571百万円

給与手当 1,459百万円

賞与引当金繰入額 235百万円

退職給付費用 17百万円

賃借料 1,490百万円

減価償却費 375百万円

広告宣伝費 1,020百万円

給与手当 3,193百万円

賞与引当金繰入額 243百万円

退職給付費用 41百万円

賃借料 2,800百万円

減価償却費 729百万円

＊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。 

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

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。 

───── 

＊３ 固定資産売却損 ───── 固定資産売却損の主な内訳は土地17

百万円、建物及び構築物29百万円、

その他0百万円であります。 

───── 

＊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。 

───── 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 

 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。 

  

  

  

 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。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 

  

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加6,668,200株は、平成18年4月1日付の株式分割による増加6,668,200株であ

ります。 

 （注）２．普通株式の自己株式の増加13,402株は、平成18年4月1日付の株式分割による増加13,352株および単元未満株

式の買取による増加50株であります。 

 （注）３．普通株式の自己株式の減少4,000株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式     

   普通株式 （注）1 6,668,200 6,668,200 － 13,336,400 

合計 6,668,200 6,668,200 － 13,336,400 

 自己株式         

   普通株式 （注）2,3 13,352 13,402 4,000 22,754 

合計 13,352 13,402 4,000 22,754 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 83 12.5  平成18年３月31日  平成18年６月29日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月14日 

取締役会 
普通株式 66 利益剰余金 5  平成18年９月30日  平成18年12月８日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

       該当事項はありません。 



（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、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、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、減

損損失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) 

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)

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 

873 394 52 427 

工具
器具
備品 

2,622 1,213 － 1,408 

その
他 

26 13 － 12 

合計 3,522 1,621 52 1,848 

 

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) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械
装置
及び
運搬
具 

930 403 52 474 

工具
器具
備品 

2,719 1,180 28 1,510 

その
他 

26 11 － 15 

合計 3,675 1,595 80 2,000 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

    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

相当額等 

    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

額等 

    未経過リース料期末残高相当額

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   624百万円

１年超  1,299百万円

合計 1,923百万円

１年内    612百万円

１年超 1,467百万円

合計 2,080百万円

  リース資産減損勘定中間期末

残高 

52百万円 

  リース資産減損勘定中間期末

残高 

24百万円 

  リース資産減損勘定期末残高 

 34百万円 

(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、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、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 

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    306百万円

リース資産減損勘

定の取崩額 
  10百万円

減価償却費相当額    310百万円

支払利息相当額   29百万円

減損損失   －百万円

支払リース料    591百万円

リース資産減損勘

定の取崩額 
  49百万円

減価償却費相当額    546百万円

支払利息相当額   58百万円

減損損失   83百万円

 



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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同 左 

(5）利息相当額の算定方法 

同 左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

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   56百万円

合計    78百万円

１年内   22百万円

１年超   67百万円

合計    90百万円



（有価証券関係） 

前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 



当中間連結会計期間末（平成18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 7 12 4 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 7 12 4 

 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 0 



前連結会計年度末（平成18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 7 16 8 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 7 16 8 

 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17年４月１日～平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18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 

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  

 

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）

 

不動産
賃貸 
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 

11,441  1,835  14,141  366 467  28,252  －  28,252  

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

20  －  －  981 17  1,019  -1,019 －  

計 11,462  1,835  14,141  1,347 484  29,271  -1,019 28,252  

                 

営業費用 11,068  1,829  14,025  1,143 497  28,564  -862 27,701  

営業利益（又

は営業損失） 
394   5  115  203 -12  707  -156 550  



前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

（1）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）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している通り、従来、不動産賃貸

収入及び不動産賃貸原価については、営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、不動産賃

貸物件の増加により、当社グループとして不動産賃貸事業を主たる事業として位置付けることとした

ため、当中間連結会計期間より、「不動産賃貸事業」に区分することとしております。 

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 

 
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 

24,630  3,236  25,599  807  54,273  －  54,273  

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

51  －  －  29  81   －81  －  

計 24,681  3,236  25,599  837  54,354   －81  54,273  

               

営業費用 22,682  3,348  25,397  903  52,333  456  52,789  

営業利益（又

は営業損失） 
1,998   －112  202   －66  2,021   －537  1,483  

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 

不動産賃貸事業 不動産賃貸 

その他の事業 二輪用品・飲食事業等 

 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） 

294 235 522 

当社の総務・経理部

門等の管理部門等に

かかる費用 



４．会計処理の変更 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成

18年９月30日）及び前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18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。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結事業年度 

「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。 

 ────── 当連結会計年度より「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、当連結会計年度の

営業費用は、オートバックス事業が

67百万円、食品・雑貨小売事業が４

百万円それぞれ減少し、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。 



【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成

18年９月30日）及び前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）において、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。 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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。 

  当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。 

  なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額 572.41円 

１株当たり中間純利益 18.71円 

 潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 
18.70円 

前中間連結会
計期間 

前連結会計年度 

１株当たり純資

産額 

１株当たり純資

産額 

534.67円 565.09円 

１株当たり中間

純損失 

１株当たり当期

純利益 

3.18円 33.83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。 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

  33.78円 

１株当たり純資産額 1,130.17円 

１株当たり当期純利益 67.66円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
67.56円 



  

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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） 
－42 249 479 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 30 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (30) 

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） 
－42  249 449 

期中平均株式数（千株） 6,640 13,311 6,646 

    

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） － 7 10 

（うち自己株式取得方式によるストッ

クオプション） 
(－)           (7)          (10) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

－ 

連結子会社株式会社サ

ンセブンが発行する新

株予約権（新株予約権

の数85個） 

－ 



（重要な後発事象） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── ──────  株式分割について 

平成18年2月14日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次の通り株式分割

を実施しております。 

（1）平成18年4月1日付をもって、普

通株式1株を2株に分割いたしまし

た。 

（2）分割の方法 

平成18年3月31日最終の株主名簿およ

び実質株主名簿に記載または記録さ

れた株主の所有株式数を1株につき2

株の割合をもって分割いたしまし

た。 

 (3）分割により増加する株式数 

  普通株式    6,668,200株 

  （4）配当起算日 平成18年4月1日 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前連結会計年

度における１株当たり情報及び当期

首に行われたと仮定した場合の当連

結会計年度における1株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 １株当たり純資産

額 

 557円11銭

 １株当たり純資産

額 

 565円9銭

 １株当たり当期純

利益 

 27円35銭

 １株当たり当期純

利益 

 33円83銭

 潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

 27円29銭

  潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益 

 33円78銭



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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  468   306   1,207   

２ 売掛金  724   0   811   

３ たな卸資産  2,863   －   2,901   

４ 前払費用  165   155   178   

５ 繰延税金資産  95   8   148   

６ 未収入金  222   29   340   

７ その他 ＊４ 124   487   440   

８ 貸倒引当金  －0   －   －   

流動資産合計   4,663 32.3  987 6.6  6,028 37.0 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ＊1,2          

(1）建物  3,157   3,428   3,222   

(2）土地  2,196   2,783   1,645   

(3）その他  570   177   553   

有形固定資産合計  5,924   6,388   5,421   

２ 無形固定資産  265   77   247   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  38   12   18   

(2）関係会社株式  670   3,884   620   

(3）繰延税金資産  663   871   739   

(4）投資不動産 ＊1,2 736   －   1,427   

(5）敷金・保証金  1,334   1,191   1,285   

(6）関係会社長期貸付金  －   1,561   547   

(7）その他  200   101   117   

(8）貸倒引当金  －13   －153   －98   

(9）投資損失引当金  －50   －   －50   

投資その他の資産合計  3,581   7,468   4,607   

固定資産合計   9,771 67.7  13,935 93.4  10,277 63.0 

資産合計   14,435 100.0  14,922 100.0  16,305 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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  42   －   19   

２ 買掛金  1,143   －   1,289   

３ 短期借入金 ＊2,5 1,600   4,810   3,600   

４ １年以内返済予定の長期借
入金 

＊２ 822   666   716   

５ １年以内償還予定の社債 ＊２ 260   60   160   

６ 未払金  270   48   258   

７ 未払費用  310   30   399   

８ 未払法人税等  218   5   435   

９ 賞与引当金  131   10   230   

10 その他  *4 508   226   184   

流動負債合計   5,307 36.8  5,856 39.2  7,291 44.7 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債 ＊２ 90   30   60   

２ 長期借入金 ＊２ 1,002   336   669   

３ 退職給付引当金  177   10   192   

４ 役員退職給与引当金  144   144   144   

 ５ 預り敷金保証金  －   981   301   

６ その他  315   64   －   

固定負債合計   1,729 12.0  1,566 10.5  1,366 8.4 

負債合計   7,037 48.8  7,423 49.7  8,658 53.1 

 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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 12.4  － －  1,785 11.0 

Ⅱ 資本剰余金           

  資本準備金  2,723   －   2,723   

資本剰余金合計   2,723 18.9  － －  2,723 16.7 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  74   －   74   

２ 任意積立金  3,398   －   3,398   

３ 中間（当期）未処分利益ま
たは中間未処理損失（－）  -117    －   133   

利益剰余金合計   3,356 23.2  － －  3,606 22.1 

Ⅳ 土地再評価差額金   -466 -3.2  － －  -466 -2.9 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   8 0.1  － －  5 0.0 

Ⅵ 自己株式   -10 -0.1  － －  -8 -0.0 

資本合計   7,397 51.2  － －  7,647 46.9 

負債・資本合計   14,435 100.0  － －  16,305 100.0 

           

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     － －   1,785 12.0   － － 

２．資本剰余金                     

    資本準備金   －     2,723     －     

資本剰余金合計     － －   2,723 18.2   － － 

３．利益剰余金                     

(1）利益準備金   －     74     －     

(2）その他利益剰余金                     

別途積立金   －     2,930     －     

土地圧縮積立金   －     68     －     

繰越利益剰余金   －     445     －     

利益剰余金合計     － －   3,519 23.6   － － 

４．自己株式     － －   -7 -0.0   － － 

株主資本合計     － －   8,021 53.8   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評価差額金     － －   2 0.0   － － 

２．土地再評価差額金     － －   -524 -3.5   － － 

評価・換算差額等合計     － －   -522 -3.5   － － 

純資産合計     － －   7,499 50.3   － － 

負債純資産合計     － －   14,922 100.0   － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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   11,572 100.0  － －  24,852 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,080 61.2  － －  14,998 60.4 

売上総利益   4,492 38.8  － －  9,853 39.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,939 34.0  － －  8,370 33.7 

営業利益   552 4.8  － －  1,483 6.0 

                  

Ⅳ 営業収益    － －  1,290 100.0  － － 

Ⅴ 営業費用                  

１． 売上原価  －     970     －     

２． 販売費及び一般管理費  － － － 235 1,205 93.4 － － － 

営業利益   － －  84 6.6  － － 

Ⅵ 営業外収益 ＊１  298 2.6  22 1.7  656 2.6 

Ⅶ 営業外費用 ＊２  265 2.3  34 2.7  595 2.4 

経常利益   585 5.1  72 5.6  1,544 6.2 

Ⅷ 特別利益  ＊３  － －  50 3.9  － － 

Ⅸ 特別損失 ＊4,7  491 4.3  102 7.9  729 2.9 

税引前中間（当期）純利益   93 0.8  19 1.6  814 3.3 

法人税、住民税及び事業税 ＊５ 197   0   710   

法人税等還付税額    －   －21   －   

法人税等調整額 ＊５ －134 62 0.5 9  -10 -0.8  －260 450 1.8 

中間（当期）純利益   31 0.3  30 2.4  364 1.5 

前期繰越利益   133   －   133  

自己株式処分差損   0   －   1  

土地再評価差額金取崩額   281   －   281  

中間配当額   －   －   83  

中間（当期）未処分利益ま
たは中間未処理損失（－）   －117    －   133  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

土地 

圧縮 

積立金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,785 2,723 2,723 74 68 3,330 133 3,606 -8 8,107 

中間会計期間中の変動額           

別途積立金の取崩（注）     －     -400 400 －   － 

剰余金の配当（注）     －       -83 -83   -83 

利益処分による役員賞与（注）     －       -30 -30   -30 

中間純利益     －       30 30   30 

売却に伴う土地再評価差額金取

崩額 
    －       -5 -5   -5 

自己株式の取得     －         － -0 -0 

自己株式の処分     －       -0 -0 1 1 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
    －         －   － 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － -400 312 -87 1 -86 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,785 2,723 2,723 74 68 2,930 445 3,519 -7 8,021 

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

5 -466 -460 7,647 

中間会計期間中の変動額     

  別途積立金の取崩（注）   － － 

剰余金の配当（注）     － -83 

利益処分による役員賞与（注）     － -30 

中間純利益     － 30 

売却に伴う土地再評価差額金取崩
額 

  5 5 － 

自己株式の取得     － -0 

自己株式の処分     － 1 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

-2 -64 -66 -66 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

-2 -58 -61 -147 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

2 -524 -522 7,499 



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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 

・子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

・子会社株式 

同 左 

(1）有価証券 

・子会社株式 

同 左 

 ・その他有価証券 

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） 

・その他有価証券 

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 

 （評価差額は全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定） 

・その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直

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 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

 (2）デリバティブ 

 時価法 

(2）デリバティブ 

同 左 

(2）デリバティブ 

同 左 

 (3）たな卸資産 

 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。 

(3）  ────── 

  

  

(3）たな卸資産 

 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。 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法によってお

ります。 

  

  

 貯蔵品 

 最終仕入原価法によってお

ります。  

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 

 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 

(1）有形固定資産 

  

 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 

  

(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 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2）無形固定資産 

・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 

(2）無形固定資産 

・ソフトウェア（自社利用） 

同 左 

(2）無形固定資産 

・ソフトウェア（自社利用） 

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） 

契約残年数を基準とした

定額法 

・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） 

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） 

同 左 

 ・営業権 

商法の規定に基づき５年

均等償却 

 ────── 

  

・営業権 

５年均等償却 

 ・その他無形固定資産 

定額法 

・その他無形固定資産 

同 左 

その他無形固定資産 

同 左 

３．引当金の計上基

準 

(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。 

(1）貸倒引当金 

同 左 

(1）貸倒引当金 

同 左 

 (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。 

(2）賞与引当金 

同 左 

(2）賞与引当金 

同 左 

 (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。 

(3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、自己都合要支給額を退

職給付債務とする方法（簡便

法）により、当中間会計期間

末において発生していると認

められる退職給付債務額を計

上しております。     

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

  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。 

 （追加情報） 

 当社は、平成18年4月1日付

で、会社分割を行い持株会社

に移行し、従業員が710名よ

り25名に著しく減少しまし

た。このため退職給付債務の

見込額について合理的な数理

計算が困難となり、簡便法に

より計算しておりますが、影

響額は軽微であります。 

  

 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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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。 

(4）役員退職給与引当金 

同 左 

(4）役員退職給与引当金 

同 左 

 (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。 

(5）  ────── 

  

(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。 

 (6）  ────── 

  

(6）役員賞与引当金 

  当社は、役員賞与の支出に

備え、当事業年度における支

給見込額の当中間会計期間負

担額を計上することとしてお

ります。 

  

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年

11月29日 企業会計基準第4

号）を適用しております。 

 なお、役員賞与は年間業績

を基礎として算定しており、

当中間会計期間では合理的な

算定が困難であるため計上し

ておりません。 

  

  

(6）  ────── 

  

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 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．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。 

①ヘッジ会計の方法 

同 左 

①ヘッジ会計の方法 

同 左 

 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。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 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。 

③ヘッジ方針 

同 左 

③ヘッジ方針 

同 左 

 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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

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 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

────── 

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、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67百万円、経常利

益が79百万円それぞれ増加し、税引

前当期純利益が411百万円減少してお

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。 

 ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号平成17

年12月9日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月9日）を適用し

ております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、7,499百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間財務諸表については、中間財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の中

間財務諸表等規則により作成してお

ります。   

──────  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価

の計上区分の変更） 

 従来、不動産賃貸収入及び不動産

賃貸原価については、営業外収益及

び営業外費用に計上しておりました

が、平成18年４月1日付で、会社分割

を行い持株会社に移行したことに伴

い、不動産賃貸及び関係会社管理等

が事業活動の中心となったため、当

中間会計期間より当該収入及び原価

を売上高及び売上原価に計上する方

法に変更いたしました。 

 この変更により、従来の方法と比

較して、売上高が1,144百万円、売上

原価が970百万円増加し、営業利益が

174百万円増加しましたが、経常利益

及び税引前中間純利益に対する影響

はありません。 

  なお、当中間会計期間からは、売

上高につきましては、不動産賃貸収

入及び経営管理料収入等の収益だけ

となりましたので、これにつき「営

業収益」と表示し、また「営業費

用」の区分を設け、そこに営業収益

に係る売上原価と販売費及び一般管

理費を表示しております。 

 また、従来「投資その他の資産」

の「投資不動産」として表示してお

りました賃貸用物件に係る固定資産

は、当中間会計期間より、「有形固

定資産」に含めて表示しておりま

す。 

（有形固定資産に含まれる投資不動

産の額は、建物514百万円、土地707

百万円、その他24百万円でありま

す。） 

────── 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────  (中間貸借対照表） 

 １． 「関係会社長期貸付金」は、前中間会計期間まで、

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、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。なお、前中間会計期間の投資その他の

資産の「その他」に含まれている「関係会社長期貸

付金」は59百万円であります。 

 ２.  「預り敷金保証金」は、前中間会計期間まで、固定

負債の「その他」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、前中間会計期間の固定負債の「その他」に含

まれている「預り敷金保証金」は315百万円でありま

す。 

前中間会計期間 
 （自 平成17年４月１日 
     至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年４月１日 
     至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年４月１日 
     至 平成18年３月31日） 

 ────── （財政状態及び経営成績の変動） 

    当社は、平成18年４月１日に持
株会社へ移行しております。 
 このため、当中間会計期間の財
政状態及び経営成績は前中間会計
期間及び前事業年度と比較して大
きく変動しております。 

 ────── 



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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18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 

3,472百万円

506百万円

     3,117百万円

－

     3,163百万円

   983百万円

＊２．担保資産及び担保付債務 

(1）担保に供している資産 

   

建物 

土地 

投資不動産 

計 

277百万円

2,193百万円

425百万円

2,896百万円

   376百万円

     2,350百万円

－

     2,727百万円

   195百万円

     1,645百万円

   1,117百万円

     2,958百万円

(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 

700百万円

1,824百万円

200百万円

2,724百万円

   2,000百万円

     1,002百万円

  －

     3,002百万円

   2,400百万円

     1,385百万円

   100百万円

     3,885百万円

 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 

㈱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

㈱サンオートイ

ンターナショナ

ル 

355百万円

       

         ───── 

  

  

仕入先に対する保証債務 

㈱バイクセブン 

  5百万円 

仕入先に対する保証債務 

㈱バイクセブン 

  2百万円 

 リース債務に対する保証債

務  

㈱サンセブン 

12百万円 

         ───── 

  

  

リース債務に対する保証債務  

㈱サンセブン 

 10百万円 

＊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、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。 

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、流動負債

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   －

差引額 3,000百万円

貸出コミットメ

ントの総額 
 3,000百万円

借入実行残高  1,000百万円

差引額 2,000百万円



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 0百万円

不動産賃貸収入 217百万円

受取利息及び配当金 13百万円

     

受取利息及び配当金 4百万円

不動産賃貸収入    473百万円

＊２．営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 25百万円

不動産賃貸原価 199百万円

支払利息 22百万円

    

支払利息 47百万円

不動産賃貸原価 432百万円

＊３．特別利益 ───── 投資損失引当金戻入

益   

50百万円 ───── 

＊４．特別損失のうち

主要なもの 

減損損失 491百万円

  なお、固定資産売却損の主な内訳

は土地17百万円、建物29百万円、そ

の他1百万円であります。 

固定資産売却損 47百万円

貸倒引当金繰入額 55百万円

減損損失 491百万円

関係会社株式評価損 120百万円

貸倒引当金繰入額 85百万円

＊５．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。 

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。 

───── 

  ６．減価償却実施額    

有形固定資産 188百万円 171百万円    411百万円 

無形固定資産 33百万円 5百万円   59百万円 

投資不動産 16百万円 －   39百万円 

＊７．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。 

───── 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 

 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。 

  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。 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加13,402株は、平成18年4月1日付の株式分割による増加13,352株および単元

未満株式の買取による増加50株であります。 

  (注）2．普通株式の自己株式の株式数の減少4,000株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式 （注）1,2 13,352 13,402 4,000 22,754 

     合計 13,352 13,402 4,000 22,754 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、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、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、減

損損失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) 

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) 

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 

136 84 52 － 

その
他 

11 8 － 2 

合計 147 93 52 2 

 

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) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械
及び
装置 

910 393 52 464 

工具
器具
備品 

553 376 28 148 

その
他 

11 7 － 3 

合計 1,474 778 80 615 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

  未経過リース料中間期末残高 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

 未経過リース料中間期末残高 

(2）未経過リース料期末残高相当

額等  

 未経過リース料期末残高 

１年内 164百万円

１年超 434百万円

合計 598百万円

１年内    23百万円

１年超    3百万円

合計    26百万円

１年内    174百万円

１年超    487百万円

合計    661百万円

    リース資産減損勘定中間期末

残高 

52百万円 

    リース資産減損勘定中間期末

残高 

 24百万円 

    リース資産減損勘定期末残高 

 34百万円 

(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、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、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 

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   1百万円

リース資産減損勘

定の取崩額 
  10百万円

減価償却費相当額   1百万円

支払利息相当額  0百万円

減損損失 －

支払リース料   161百万円

リース資産減損勘

定の取崩額 
  49百万円

減価償却費相当額   150百万円

支払利息相当額  12百万円

減損損失   83百万円

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同 左 

(5）利息相当額の算定方法 

同 左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

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   56百万円

合計    78百万円

１年内   22百万円

１年超   67百万円

合計    90百万円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（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。 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

子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18年３月31日現在） 

子会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

  当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。 

  なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額  563.29円 

１株当たり中間純利益     2.32円 

滞在株式調整後１株当

たり中間純利益 
2.32円 

前中間会計期
間 

前事業年度 

１株当たり純資

産額 

１株当たり純資

産額 

556.21円 572.30円 

１株当たり中間

純利益 

１株当たり当期

純利益 

2.34円 25.19円 

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

   2.34円 25.15円 

１株当たり純資産額  1,144.59円 

１株当たり当期純利益     50.38円 

滞在株式調整後１株当

たり当期純利益 
    50.30円 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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） 31 30 364 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 30 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (30) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
31 30 334 

期中平均株式数（千株） 6,640 13,311 6,646 

    

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） 14 7 10 

（うち自己株式取得方式によるストッ

クオプション） 
(14) (7) (10) 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

────── （1）ホールディングカンパニー体制へ

の移行に伴う会社分割の実施及び

商号の変更について 

 会社分割及び商号の変更の概要 

  当社は平成18年2月9日の臨時株

主総会決議において承認された分

割契約書に基づき、平成18年4月1

日付で当社が営むすべての営業

（グループ経営に関する企画・計

画及び管理に関わる営業を除く）

を当社の100％出資の子会社である

オートセブン分割準備株式会社

（平成18年4月1日に株式会社オー

トセブンに商号変更）へ承継させ

る会社分割（分社型吸収分割）を

行い、当社は同日付で持株会社へ

移行するとともに、商号を「株式

会社Ｇ－7ホールディングス」に変

更いたしました。 

 承継会社であるオートセブン分

割準備株式会社が承継した資産及

び負債の額はそれぞれ、資産5,514

百万円、負債2,095百万円でありま

す。 

（2）株式分割について 

 平成18年2月14日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次の通り株式分

割を実施しております。 

①平成18年4月1日付をもって、普通

株式1株を2株に分割いたしまし

た。 

②分割の方法 

平成18年3月31日最終の株主名簿

および実質株主名簿に記載または

記録された株主の所有株式数を1

株につき2株の割合をもって分割

いたしました。 

 ③分割により増加する株式数 

  普通株式   6,668,200株 

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

   

   

④配当起算日 平成18年4月1日 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報及び当

期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における1株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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。 

  

  

前事業年度 当事業年度 

 １株当たり純資産

額 

 570円38銭

 １株当たり純資産

額 

 572円30銭

 １株当たり当期純

利益 

 36円86銭

 １株当たり当期純

利益 

 25円19銭

 潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

 36円77銭

  潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益 

 25円15銭



(2）【その他】 

 平成18年11月14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……………………66百万円 

(ロ)１株当たりの金額…………………………………5円 

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成18年12月8日 

 （注） 平成18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31期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18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18年７月14日近畿財務局長に提出。 

平成18年８月２日近畿財務局長に提出。 

平成18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。 



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18年12月20日

株式会社Ｇ－７ホールディングス   

 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 橘  和良   印  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 神田  正史  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G-7ホールディングスの平成18年４月１日から平成19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18年４

月１日から平成18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

間連結株主資本等変動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G-7ホールディングス及び連結子会社の平成18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18年４月１日から平成18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、従来、不動産賃貸収入及び不動

産賃貸原価については営業外収益及び営業外費用に計上していたが、当中間連結会計期間より売上高及び売上原価に計上

する方法に変更している。 

  

 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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月20日

株式会社Ｇ－７ホールディングス   

 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 橘  和良   印  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 神田  正史  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G-7ホールディングスの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第32期事業年度の中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18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、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動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G-7ホールディングスの平成18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18

年４月１日から平成18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 

  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、従来、不動産賃貸収入及び不動産賃

貸原価については営業外収益及び営業外費用に計上していたが、当中間会計期間より売上高及び売上原価に計上する方法

に変更している。 

  

 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。 
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