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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２四半期連結
累計期間

第20期
第２四半期連結
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
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９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） 7,373,568 3,678,165 23,624,322

経常損失（△）（千円） △398,871 △194,635 △872,649

四半期（当期）純利益（△は損

失）（千円）
15,771 127,023 △2,104,486

純資産額（千円） － 2,602,162 2,634,903

総資産額（千円） － 10,632,244 11,322,963

１株当たり純資産額（円） － 468.79 474.68

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（△は損失）（千円）
2.84 22.88 △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（％） － 24.5 23.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△283,224 － △268,493

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
397,297 － 378,128

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△276,063 － △976,428

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 396,108 558,098

従業員数（人） － 595 669

（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、第20期第２四半期は、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第19期については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四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２四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９月30日現在

従業員数（人） 595 (108)

　（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、８月16日から９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９月30日現在

従業員数（人） 524 (104)

　（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、８月16日から９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２四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 894,854 36.6 －

タイヤ・ホイール 575,129 23.5 －

車内・車外用品 242,344 9.9 －

モータースポーツ 141,565 5.8 －

オイル・バッテリー 279,070 11.4 －

カービューティ・ピットサービス 255,121 10.5 －

その他 55,656 2.3 －

合計 2,443,743 100.0 －

　（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２四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 960,718 26.1 －

タイヤ・ホイール 775,428 21.1 －

車内・車外用品 385,761 10.5 －

モータースポーツ 195,910 5.3 －

オイル・バッテリー 471,253 12.8 －

カービューティ・ピットサービス 817,200 22.2 －

その他 71,892 2.0 －

合計 3,678,165 100.0 －

　（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 659,287 17.9 －

　 　 富里店 348,423 9.5 －

　 　 茂原店 175,853 4.8 －

　 　 上総君津店 120,972 3.3 －

　 　 柏沼南店 649,053 17.7 －

　 　 浜野店 315,232 8.5 －

　 　 あさひ店 91,292 2.5 －

　 　 オイルボーイ２店舗計 26,636 0.7 －

　 　 千葉県小計 2,386,752 64.9 －

　 　 浦和店 259,934 7.1 －

　 　 美女木店 290,715 7.9 －

　 　 埼玉県小計 550,649 15.0 －

　 　 たま・さかい店　(東京都） 220,354 6.0 －

　 　 新山下店　（神奈川県） 263,468 7.2 －

　 　 ニューポート店　(茨城県） 167,035 4.5 －

　 　 その他府県小計 650,858 17.7 －

小売計 3,588,261 97.6 －

卸売その他 89,904 2.4 －

合計 3,678,165 100.0 －

　（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２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融不安の影響、原油

や原材料価格の高騰により企業収益も低迷するなど、景気の先行き不透明感が強まり、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舗を中心に自動車用品販売事業で品揃えの充実と

積極的な販促活動を行い売上強化に注力致しました。

また、6月に閉店し遊休資産となっていた固定資産の売却を進め、8月に旧土浦店、9月に旧宇都宮店、旧小山店の不

動産を売却し経営資源の集中を図りました。

　その結果、当社グループの業績につきましては、自動車用品販売業界を取り巻く環境が予想以上に厳しく、売上高

は3,678百万円となりました。利益面につきましては、競争激化に伴う粗利率の低下による売上総利益の減少もあり、

地代家賃等の費用削減に努めたものの、経常損失は△194百万円となり、四半期純利益は固定資産の売却益に加え事

業構造改善引当金戻入額もあり127百万円となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、396百万円とな

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、209百万円となりました。主な減少要因としては、賞与引当金の減少や事業構造改善

引当金の減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果獲得した資金は、262百万円となりました。これは、主に有形固定資産の売却や敷金及び保証金のの返

還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)

　財務活動の結果支出した資金は、148百万円となりました。これは、主に長期債務の返済によるものであります。

(3）財政状態

当第２四半期連結会計期間末の総資産は10,632百万円となり、前連結会計年度末比690 百万円の減少、負債は8,030

百万円となり、前連結会計年度末比657百万円の減少、純資産は2,602百万円で、前連結会計年度末比32百万円の減少

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1.2ポイント増の24.5％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２四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２四半期連結会計期間における進捗状況につ

いては、第１四半期に閉店した土浦店、宇都宮店、小山店３店の店舗不動産を当第２四半期に売却しております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四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２四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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11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２四半期会計期間末現在
（平成20年９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７月１日～

平成20年９月30日
－ 5,551,000 － 839,400 － 1,000,044

（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在
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氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

廣岡　等 千葉県浦安市 805,840 14.52

廣岡　昭彦　 千葉市稲毛区　 669,660 12.06

廣岡　大介　 千葉県浦安市　 593,660 10.69

ウェーブ会　　　（注） 千葉市稲毛区宮野木町1850　 527,500 9.50

廣岡　耕平 千葉県浦安市　 489,660 8.82

オートウェーブ従業員持株会 千葉市稲毛区宮野木町1850　 250,500 4.51

日本興亜損害保険株式会社　 東京都千代田区霞が関3-7-3　 199,200 3.59

廣岡　君子　 千葉県浦安市　 153,120 2.76

株式会社りそな銀行　 大阪市中央区備後町2-2-1　 119,000 2.14

ミシュランタイヤ千葉販売株式会

社　
千葉県四街道市小名木83-1　 93,500 1.68

計 － 3,901,640 70.29

　（注）ウェーブ会は、当社の取引先持株会であります。

　

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20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） 100　　　　　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　  5,550,400 55,504 －

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 － 55,504 －

　（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40,700株(議決権の数407個)含まれておりま

す。
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②【自己株式等】

　 平成20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（％）

株式会社オートウェーブ
千葉市稲毛区宮野木町

1850番地
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 860 770 650 600 660 545

最低（円） 760 600 395 335 450 385

　（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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 396,108 558,098

受取手形及び売掛金 343,123 513,374

商品 1,109,504 1,076,585

その他 226,606 335,156

貸倒引当金 △154 △47

流動資産合計 2,075,188 2,483,166

固定資産

有形固定資産

建物 4,214,808 4,171,001

減価償却累計額 △1,503,282 △1,508,513

建物（純額） 2,711,525 2,662,488

土地 2,512,801 2,512,801

その他 2,103,968 2,366,622

減価償却累計額 △1,211,371 △1,433,704

その他（純額） 892,596 932,917

有形固定資産合計 6,116,923 6,108,207

無形固定資産 233,276 238,288

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,228,370 2,364,854

その他 51,612 225,061

貸倒引当金 △73,127 △96,616

投資その他の資産合計 2,206,856 2,493,299

固定資産合計 8,557,056 8,839,796

資産合計 10,632,244 11,322,963

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 758,276 846,282

短期借入金 454,927 3,351,435

未払法人税等 19,305 38,786

賞与引当金 61,521 98,775

事業構造改善引当金 105,130 314,131

その他 1,376,686 1,593,934

流動負債合計 2,775,847 6,243,345

固定負債

長期借入金 4,929,957 2,032,400

その他 324,277 412,313

固定負債合計 5,254,235 2,444,714

負債合計 8,030,082 8,688,059

EDINET提出書類

株式会社　オートウェーブ(E03355)

四半期報告書

12/23



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 762,862 747,090

自己株式 △143 △87

株主資本合計 2,602,162 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 2,602,162 2,634,903

負債純資産合計 10,632,244 11,322,963
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 7,373,568

売上原価 4,765,537

売上総利益 2,608,031

販売費及び一般管理費 ※
 3,146,204

営業損失（△） △538,173

営業外収益

附随業収入 188,107

受取手数料 91,727

その他 60,444

営業外収益合計 340,279

営業外費用

支払利息 56,136

附随業原価 140,074

その他 4,765

営業外費用合計 200,976

経常損失（△） △398,871

特別利益

固定資産売却益 216,644

投資有価証券売却益 111,404

貸倒引当金戻入額 7,529

事業構造改善引当金戻入額 102,657

特別利益合計 438,235

特別損失

固定資産除却損 6,793

投資有価証券評価損 6,775

特別損失合計 13,569

税金等調整前四半期純利益 25,795

法人税、住民税及び事業税 11,921

法人税等調整額 △1,898

法人税等合計 10,023

四半期純利益 15,771
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 3,678,165

売上原価 2,402,084

売上総利益 1,276,081

販売費及び一般管理費 ※
 1,537,796

営業損失（△） △261,714

営業外収益

附随業収入 93,028

受取手数料 41,920

その他 34,717

営業外収益合計 169,665

営業外費用

支払利息 30,832

附随業原価 69,129

その他 2,624

営業外費用合計 102,586

経常損失（△） △194,635

特別利益

固定資産売却益 216,644

貸倒引当金戻入額 7,529

事業構造改善引当金戻入額 102,657

特別利益合計 326,830

特別損失

固定資産除却損 2,620

特別損失合計 2,620

税金等調整前四半期純利益 129,575

法人税、住民税及び事業税 180

法人税等調整額 2,371

法人税等合計 2,551

四半期純利益 127,023
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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利益 25,795

減価償却費 237,221

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,253

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,381

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △209,001

受取利息及び受取配当金 △3,810

支払利息 56,136

有形固定資産売却損益（△は益） △216,644

有形固定資産除却損 6,793

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） 170,250

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,919

仕入債務の増減額（△は減少） △88,005

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,025

リース資産減損勘定取崩額 △26,852

その他 1,993

小計 △233,282

利息及び配当金の受取額 3,776

利息の支払額 △27,802

法人税等の支払額 △25,916

営業活動によるキャッシュ・フロー △283,224

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 △259,230

有形固定資産の売却による収入 216,727

賃貸資産売却に伴う原価振替額 133,535

無形固定資産の取得による支出 △12,180

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 △626

敷金及び保証金の回収による収入 137,110

預り保証金の返還による支出 △15,465

その他 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー 397,297

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 △6,452

長期債務の返済による支出 △276,984

その他 △126

財務活動によるキャッシュ・フロー △276,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,990

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 ※
 396,108
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【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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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２四

半期連結累計期間においても、経常損失を計上し、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２四半期連結累計期間には、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。８月及び９月

には今回閉店３店舗の不動産を売却し、10月には平成16
年に閉店し現在賃貸中の旧野田店の不動産につき売却

契約を締結しております。しかしながら、不採算店舗の

閉鎖等の効果は、当第２四半期連結累計期間では未だ十

分に発現せず経常利益の黒字化には至っておりません。

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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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、
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。
　　この変更による影響額はありません。 
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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、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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

棚卸資産の評価方法 　棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の

低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法を採

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。
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【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。

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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 1,144,699千円 

賞与引当金繰入額 21,955千円 

賃借料 788,757千円 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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  555,334千円 

賃借料 378,809千円 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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９月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 396,108

現金及び現金同等物 396,108

　

（2）重要な非資金取引の内容

　プロラタ返済に基づく短期借入金から長期借入金への振

替額　　　　　　　　　　　　　　

1,814,633千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９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、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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９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）

　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。

EDINET提出書類

株式会社　オートウェーブ(E03355)

四半期報告書

20/23



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９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 468.79円 １株当たり純資産額 474.68円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2.84円 １株当たり四半期純利益金額 22.88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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

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

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 15,771 127,023

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利益（千円） 15,771 127,023

期中平均株式数（千株） 5,550 5,550

（重要な後発事象）

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　当社は、財務体質の健全化を目的として、平成16年4月に閉店し現在賃貸中の旧野田店の借地権及び店舗建物等に

つき、平成20年10月30日に価額387,500千円で㈱深川商事と売却契約を締結いたしました。これにより、特別損失

79,936千円を計上する見込です。

（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11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２四半期連結会計期間（平成２０年

７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９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９月３０日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結

累計期間のキャッシュ・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

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況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２四半期連結累

計期間においても、経常損失を計上し、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。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２０年１０月３０日に賃貸中の旧野田店の店舗建物等を売却

する契約を締結した。

　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

（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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