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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】

回次
第20期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第19期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 3,695,402 23,624,322

経常損失（△）（千円） △204,235 △872,649

四半期（当期）純損失（△）（千

円）
△111,251 △2,104,486

純資産額（千円） 2,475,139 2,634,903

総資産額（千円） 10,847,823 11,322,963

１株当たり純資産額（円） 445.90 474.68

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）（千円）
△20.04 △379.12

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ―

自己資本比率（％） 22.8 23.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△74,026 △268,493

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
134,727 378,128

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△127,553 △976,428

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
491,244 558,098

従業員数（人） 649 669

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半

期（当期）純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期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。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 649 (198)

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．（　）は外書きで嘱託及びアルバイト人員であり、労働時間を８時間に換算し、５月16日から６月15日の総労

働時間に基づき算出した人数であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 577 (183)

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．（　）は外書きで嘱託及びアルバイト人員であり、労働時間を８時間に換算し、５月16日から６月15日の総労

働時間に基づき算出した人数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　当社は一般の不特定多数の顧客を相手とする小売業であり、店舗陳列商品の販売が原則であるため、該当事項はあ

りません。

(3）仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 仕入高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

オーディオ・ビジュアル 743,840 34.6 －

タイヤ・ホイール 518,966 24.1 －

車内・車外用品 269,921 12.5 －

モータースポーツ 148,041 6.9 －

オイル・バッテリー 165,723 7.7 －

カービューティ・ピットサービス 242,185 11.3 －

その他 62,367 2.9 －

合計 2,151,045 100.0 －

　（注）　上記金額に消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の売上実績を、品目別、店舗別に示すと、次のとおりであります。

ａ．品目別売上高

品目 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

オーディオ・ビジュアル 938,580 25.4 －

タイヤ・ホイール 756,419 20.5 －

車内・車外用品 422,606 11.5 －

モータースポーツ 199,613 5.4 －

オイル・バッテリー 469,624 12.7 －

カービューティ・ピットサービス 832,917 22.5 －

その他 75,639 2.0 －

合計 3,695,402 100.0 －

　（注）　上記金額に消費税等は含まれておりません。
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ｂ．店舗別売上高

店舗 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

　 　 宮野木店 609,562 16.5 －

　 　 富里店 326,687 8.8 －

　 　 茂原店 170,693 4.6 －

　 　 上総君津店 114,664 3.1 －

　 　 柏沼南店 604,775 16.4 －

　 　 浜野店 302,580 8.2 －

　 　 あさひ店 87,736 2.4 －

　 　 オイルボーイ５店舗計 35,716 1.0 －

　 　 千葉県小計 2,252,416 61.0 －

　 　 浦和店 256,966 7.0 －

　 　 美女木店 279,675 7.5 －

　 　 埼玉県小計 536,641 14.5 －

　 　 たま・さかい店　(東京都） 213,084 5.8 －

　 　 新山下店　（神奈川県） 241,279 6.5 －

　 　 ニューポート店　(茨城県） 141,317 3.8 －

　 　 その他 183,335 5.0 －

　 　 その他府県小計 779,016 21.1 －

小売計 3,568,075 96.6 －

卸売その他 127,327 3.4 －

合計 3,695,402 100.0 －

　（注）上記金額に消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

    当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況

　当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰による激しい物価上昇にみまわれ、企業収益も低

迷するなど、個人消費は力強さを欠きました。

このような状況の中、当社グループでは、中核となる大規模店を中心に自動車用品販売事業で品揃えの充実やきめ

の細かい販促活動を行い売上強化に注力致しました。

一方で、費用負担が重く、赤字の原因となっていた不採算店舗の閉店を当初の予定より早め、6月中に行い、オート

ウェーブ３店舗（宇都宮店、小山店、土浦店）、及びオイルボーイ３店舗（塩浜店、津田沼店、三角町店）を閉店いたし

ました。

その結果、当社グループ（自動車用品販売事業）の業績としては、卸売業を営んでいた連結子会社㈱七虹を前期１

月に売却したことによる売上高減（前年同期1,153百万円）もあり、当第１四半期連結売上高は3,695百万円となり、損

益面につきましては、閉店時の処分セールに伴う売上総利益の減少もあり、費用の削減に努めたものの、経常損益は△

204百万円、四半期純損益は投資有価証券売却益もあり△111百万円となりました。

なお、アミューズメント事業（売上高前年同期実績230百万円、経常利益同20百万円）は、経営主体の連結子会社㈱

コンフォートを前期に売却したことにより、当第1四半期連結会計期間にはなくなっております。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、491百万円とな

りました

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は、74百万円となりました。主な減少要因としては、税金等調整前四半期純損失や仕入債

務の減少があり、主な増加要因としては減価償却費や売上債権の減少があります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果獲得した資金は、134百万円となりました。これは、主に投資有価証券の売却を原因とするものであり

ます。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果支出した資金は、127百万円となりました。これは、主に長期債務の返済によるものであります。

　

（注）業績等の概要に記載の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3）財政状態

　当第1四半期連結会計期間末の総資産は10,847百万円となり、前連結会計年度末比475 百万円の減少、負債は8,372 百

万円となり、前連結会計年度末比315百万円の減少、純資産は2,475 百万円で、前連結会計年度末比159 百万円の減少と

なりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.5ポイント減の22.8％となりました。

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期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。

　なお、前連結会計年度に掲げた課題である「経営改善計画」の、当第１四半期連結会計期間における進捗状況につ

いては、全般に計画より前倒しして実行いたしました。

赤字店舗の閉店については、上期中の閉店予定であった不採算店舗全店の閉店を6月15日までに完了しました。

人件費の削減については、役員数の大幅削減・報酬カット、社員・アルバイトの人員削減により、計画以上に進捗

しました。また、資産の処分についても4月に投資有価証券を売却しております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期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

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,800,000

計 19,800,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,551,000 5,551,000 ジャスダック証券取引所 －

計 5,551,000 5,551,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は次のとおりであります。

平成12年６月27日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 113,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,200

新株予約権の行使期間
自平成14年6月28日

至平成22年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,200

資本組入額　　600

新株予約権の行使の条件

　自己都合により当社又は当社の関係会社の取締役または使

用人としての地位を有さなくなった場合は権利を喪失する。

　ただし、権利者が死亡した場合は、相続人の権利行使を認め

る。

新株予約権の譲渡に関する事項 　権利の譲渡及び質入は認めないが、相続は認める。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 5,551,000 － 839,400 － 1,000,044

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

　 平成20年3月31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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　5,550,500 55,505 －

単元未満株式 普通株式　　　　　500 － －

発行済株式総数 5,551,000 － －

総株主の議決権 － 55,505 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式が36,900株(議決権の数369個)含まれておりま

す。

②【自己株式等】

　 平成20年3月31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（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高（円） 860 770 650

最低（円） 760 600 395

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所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、当四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。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受

けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から

名称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 491,244 558,098

受取手形及び売掛金 438,187 513,374

商品 1,061,640 1,076,585

その他 240,206 335,156

貸倒引当金 △50 △47

流動資産合計 2,231,228 2,483,166

固定資産

有形固定資産

建物 4,191,013 4,171,001

減価償却累計額 △1,541,128 △1,508,513

建物（純額） 2,649,884 2,662,488

土地 2,512,801 2,512,801

その他 2,182,151 2,366,622

減価償却累計額 △1,248,277 △1,433,704

その他（純額） 933,874 932,917

有形固定資産合計 6,096,560 6,108,207

無形固定資産 233,806 238,288

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,333,305 2,364,854

その他 49,538 225,061

貸倒引当金 △96,616 △96,616

投資その他の資産合計 2,286,227 2,493,299

固定資産合計 8,616,595 8,839,796

資産合計 10,847,823 11,322,963

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 747,873 846,282

短期借入金 454,887 3,351,435

未払法人税等 15,968 38,786

賞与引当金 129,312 98,775

事業構造改善引当金 292,852 314,131

その他 1,453,826 1,593,934

流動負債合計 3,094,720 6,243,345

固定負債

長期借入金 4,931,097 2,032,400

その他 346,866 412,313

固定負債合計 5,277,963 2,444,714

負債合計 8,372,684 8,688,059
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 839,400 839,400

資本剰余金 1,000,044 1,000,044

利益剰余金 635,838 747,090

自己株式 △143 △87

株主資本合計 2,475,139 2,586,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 48,456

評価・換算差額等合計 － 48,456

純資産合計 2,475,139 2,634,903

負債純資産合計 10,847,823 11,322,963
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 3,695,402

売上原価 2,363,453

売上総利益 1,331,949

販売費及び一般管理費 ※
 1,608,407

営業損失（△） △276,458

営業外収益

附随業収入 95,078

受取手数料 49,807

その他 25,727

営業外収益合計 170,613

営業外費用

支払利息 25,303

附随業原価 70,945

その他 2,141

営業外費用合計 98,390

経常損失（△） △204,235

特別利益

投資有価証券売却益 111,404

特別利益合計 111,404

特別損失

固定資産除却損 4,173

投資有価証券評価損 6,775

特別損失合計 10,949

税金等調整前四半期純損失（△） △103,779

法人税、住民税及び事業税 11,741

法人税等調整額 △4,269

法人税等合計 7,471

四半期純損失（△） △111,251
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △103,779

減価償却費 121,449

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,537

事業構造改善引当金増加額（△は減少） △21,279

受取利息及び受取配当金 △2,149

支払利息 25,303

有形固定資産売却損益（△は益） 4,173

投資有価証券売却損益（△は益） △111,404

投資有価証券評価損益（△は益） 6,775

売上債権の増減額（△は増加） 75,186

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,944

仕入債務の増減額（△は減少） △98,408

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,686

リース資産減損勘定取崩額 △14,013

その他 7,794

小計 △47,184

利息及び配当金の受取額 2,132

利息の支払額 △2,548

法人税等の支払額 △26,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,026

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 △141,990

有形固定資産の売却による収入 65

賃貸資産売却に伴う原価振替額 57,528

無形固定資産の取得による支出 △4,180

投資有価証券の売却による収入 197,457

敷金及び保証金の差入による支出 △668

敷金及び保証金の回収による収入 32,217

預り保証金の返還による支出 △5,715

その他 12

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 7,500

長期借入金の返済による支出 △5,352

長期債務の返済による支出 △129,682

その他 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,853

現金及び現金同等物の期首残高 558,098

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 491,244

EDINET提出書類

株式会社　オートウェーブ(E03355)

四半期報告書

14/20



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　当社グループは、前連結会計年度まで２期連続の経常

損失、当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローに

ついても２期連続してマイナスとなりました。当第１四

半期においても、経常損失、四半期純損失を計上し、営業

キャッシュ・フローもマイナスとなっております。当該

状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

当社グループは、当該状況を解消するために、平成20

年４月１日から平成23年３月31日の３年間にわたる

「経営改善計画」を策定し、諸施策を実施しておりま

す。

この計画に従い、当第１四半期には、４月に投資有価

証券の売却、６月には不採算店舗の閉店（オートウェー

ブ３店舗、オイルボーイ３店舗）を完了するとともに、

役員数の削減を実施しております。さらに閉店に伴い人

件費を削減しております。しかしながら、不採算店舗の

閉鎖等の効果は、第１四半期では発現せず経常利益の黒

字化には至っておりません。また、遊休不動産の売却は

合意にむけ交渉中であり、新山下店の大型新規テナント

契約は来期から収益に寄与する予定です。

なお、資金面においては、平成20年５月30日に全ての

取引金融機関と「債権者間協定書」を締結したことに

より、安定した事業資金が確保されております。

当社グループは、「経営改善計画」を確実に達成する

ことにより、継続企業の前提に関する疑義は解消できる

ものと判断しております。

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項
の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の
変更

　たな卸資産
　　通常の販売目的で保有するたな卸資産
については、従来、主として移動平均法
による原価法によっておりましたが、
当第１四半期連結会計期間より「棚卸
資産の評価に関する会計基準」（企業
会計基準第９号　平成18年７月５日）
が適用されたことに伴い、主として移
動平均法による原価法（貸借対照表価
額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）により算定しており
ます。
　　この変更よる影響額はありません。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　 （2）リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

したが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始す

る連結会計年度に係る四半期連結財務

諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用

し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、従来の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を引き

続き採用しております。

　　この変更による影響額はありません。
 

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

棚卸資産の評価方法 　棚卸資産の簿価切下げにあたっての簡便

的な会計処理を採用しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。
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（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

従業員給料及び手当 589,365 

賞与引当金繰入額 27,067 

賃借料 409,947 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
 （百万円）

現金及び預金勘定 491,244

現金及び現金同等物 491,244

　

（2）重要な非資金取引の内容

　プロラタ返済に基づく短期借入金から長期借入金への振

替額　　　　　　　　　　　　　　

　1,814,633千円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  5,551,000株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  170株

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

前連結会計年度においてアミューズメント事業を行っていた連結子会社を売却しておりますので、当第１四

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

略しております。

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

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

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（有価証券関係）

EDINET提出書類

株式会社　オートウェーブ(E03355)

四半期報告書

17/20



　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 445.90円 １株当たり純資産額 474.68円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失(△）金額 △20.04円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失(△）（千円） △111,251

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純損失(△）（千円） △111,251

期中平均株式数（千株） 5,550

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月１３日

株式会社オートウェーブ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 菅　原　隆　志　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　竹　　　栄　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オート

ウェーブの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成２０年４

月１日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オートウェーブ及び連結子会社の平成２０年６月３０日現在の

財政状態、同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度まで２期連続の経常損失、当期純損失を計

上し、営業キャッシュ・フローも２期連続してマイナスとなり、当第１四半期においても、経常損失、四半期純損失を計上

し、営業キャッシュ・フローもマイナスとなった状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状

況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

　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

（注）１．上記は、四半期レビュー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（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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