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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34期

第３四半期連結
累計期間

第34期
第３四半期連結
会計期間

第33期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 49,499 17,988 61,829

経常利益（百万円） 947 543 1,308

四半期(当期)純利益（百万円） 121 164 391

純資産額（百万円）  － 8,248 8,273

総資産額（百万円） － 29,224 23,515

１株当たり純資産額（円） － 620.73 620.05

１株当たり四半期(当期)純利益金

額（円）
9.14 12.43 29.38

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
9.03 12.38 29.37

自己資本比率（％） － 28.1 35.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
4,271 － 662

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
-1,565 － -1,112

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
131 － 178

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 5,313 2,472

従業員数（人） － 1,114 1,041

　（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、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

  当第３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 1,114 [1,624]

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［　］内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 42 [15]

　（注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［　］内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【商品仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当第３四半期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。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

オートバックス事業（百万円） 5,688

新車・中古車事業（百万円） 542

食品・雑貨小売事業（百万円） 7,052

不動産賃貸事業 （百万円）　 －

その他の事業（百万円）　 1,232

合計（百万円） 14,516

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　

(2）販売実績

　当第３四半期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。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

オートバックス事業（百万円） 7,452

新車・中古車事業（百万円） 572

食品・雑貨小売事業（百万円） 8,192

不動産賃貸事業 （百万円）　 205

その他の事業（百万円）　 1,565

合計（百万円） 17,988

　（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。
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２【経営上の重要な契約等】

　　当第３四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。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

　

(1)業績の状況

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

不安が実体経済に悪影響を及ぼし、企業収益が減少し、雇用情勢も急激に悪化するなど景気の後退が懸念され、非常

に厳しい環境となっております。

　このような経済状況のなかで、当社グループでは自動車関連用品販売に加え、車検・板金・塗装等のサービスと車

販売を強化し、トータルカーライフサービスの更なる充実を図ってまいりました。

  また、業務用食材小売販売の「業務スーパー」において、業務用食材を低価格で提供することで、顧客のニーズに

応えるべく取り組んでまいりました。

  この結果、当社グループの当第３四半期連結会計期間の連結売上高は、17,988百万円、営業利益は、551百万円、経常

利益は、543百万円となり、四半期純利益は、164百万円となりました。

　

　また、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

　オートバックス事業につきましては、トータルカーライフサービスを推し進めるべく、車検・板金・塗装等のサー

ビス向上に引続き努めましたが、自動車関連業界全体の需要が業界全体で低迷し、売上高は7,452百万円、営業利益

は、406百万円となりました。

  新車・中古車事業につきましては、販売の強化に努めましたが、景気の後退による自動車販売台数の減少による

影響により、売上高は、572百万円、営業損失は、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、食料品・日用品が相次いで値上がりするなか、業務用食材を低価格で提供

する「業務スーパー」が非常に好調に推移し、売上高は、8,192百万円、営業利益は、228百万円となりました。

  不動産賃貸事業につきましては、売上高は、205百万円、営業利益は、84百万円となりました。

  その他の事業につきましては、「バイクセブン」の新規出店に伴う出店経費等により、売上高は、1,565百万円、営

業損失は、53百万円となりました。

　

  (2)キャッシュ・フローの状況

　　   当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、5,313百万円となり、第２四

半期連結会計期間末に比べ 3,907百万円増加しました。 

（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 3,527百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が 502百万円、

減価償却費が 269百万円、仕入債務の増加が 4,580百万円あったこと等による資金の増加と、棚卸資産の増加が

 1,430百万円、売上債権が 738百万円増加したこと等よる資金の減少があったこと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 255百万円となりました。これは主に、オートバックス店舗及びバイクセブン店舗

を新規出店したこと等による有形固定資産の取得による支出が 247百万円あったこと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 628百万円となりました。これは主に、長期借入による収入が 2,500百万円あった

ことによる資金の増加と、短期借入金の純減が 1,770百万円あったこと等によるものであります。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　  当第３四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。

　

(4）研究開発活動

 該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて完了したものは、次のとおりであります。

　　　　　新設

　株式会社バイクセブン(国内子会社)において、前四半期連結会計期間末に計画しておりましたバイクセブン土浦

店、バイクセブンインターパーク宇都宮店の販売設備の新設については、平成20年10月に完了し、土浦店については

10月から、宇都宮店については11月に営業を開始しております。

  株式会社オートセブン(国内子会社)において、前連結会計年度末に計画しておりましたオートバックスふくさき

店の増床リニューアルにつきましては、平成20年10月に完了し、11月から営業を開始しております。

  株式会社サンセブン(国内子会社)において、前連結会計年度末に計画しておりました業務スーパーの出店につき

ましては、平成20年12月に業務スーパー明和店を新規出店し、12月から営業を開始しております。

　なお、残り計画店舗につきましては、計画の見直しに伴い延期しております。

　      また、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 52,000,000

計 52,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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 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）

単元株式数

  100株

計 13,336,400 13,336,400 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（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
（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20年10月１日～
平成20年12月31日 － 13,336 － 1,785 － 2,723

　　　　

（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３四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３四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９月30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　  　95,200 　－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式　13,238,500 132,385 同上

単元未満株式 普通株式       2,700 － －

発行済株式総数 13,336,400 － －

総株主の議決権 － 132,385 －

　　　（注）「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株（議決権26個）含まれており

ます。

　

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(％)

㈱Ｇ－７ホールディン

グス

　神戸市須磨区弥栄台

　　３－１－６
95,200 ― 95,200 0.71

計 － 95,200 ― 95,200 0.71

　

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 10月 11月 12月

最高（円） 548 550 518 515 514 489 450 394 389

最低（円） 490 501 489 474 463 435 326 361 357

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,313 2,472

受取手形及び売掛金 1,870 1,067

商品 6,085 4,287

その他 966 1,223

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 14,235 9,050

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,934 11,335

減価償却累計額 △5,776 △5,345

建物及び構築物（純額） 6,158 5,990

土地 4,006 3,996

建設仮勘定 10 27

その他 1,866 1,465

減価償却累計額 △1,092 △910

その他（純額） 774 554

有形固定資産合計 10,949 10,569

無形固定資産

のれん 368 122

その他 261 265

無形固定資産合計 629 387

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,850 2,852

繰延税金資産 433 520

その他 142 160

貸倒引当金 △16 △25

投資その他の資産合計 3,410 3,508

固定資産合計 14,989 14,465

資産合計 29,224 23,515
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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)

負債の部

流動負債

買掛金 7,406 2,590

短期借入金 5,314 7,388

未払法人税等 371 135

賞与引当金 73 242

ポイント引当金 77 －

その他 2,029 1,615

流動負債合計 15,271 11,972

固定負債

長期借入金 4,291 1,827

退職給付引当金 244 223

役員退職慰労引当金 144 144

その他 1,024 1,074

固定負債合計 5,704 3,269

負債合計 20,976 15,242

純資産の部

株主資本

資本金 1,785 1,785

資本剰余金 2,717 2,717

利益剰余金 4,274 4,285

自己株式 △44 △19

株主資本合計 8,732 8,768

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10 △0

土地再評価差額金 △536 △536

為替換算調整勘定 12 7

評価・換算差額等合計 △513 △529

少数株主持分 29 34

純資産合計 8,248 8,273

負債純資産合計 29,224 23,515
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 49,499

売上原価 36,610

売上総利益 12,888

販売費及び一般管理費 ※
 11,953

営業利益 935

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 0

受取手数料 54

その他 139

営業外収益合計 196

営業外費用

支払利息 79

その他 104

営業外費用合計 184

経常利益 947

特別利益

受取保険金 12

特別利益合計 12

特別損失

店舗閉鎖損失 112

たな卸資産評価損 148

特別損失合計 261

税金等調整前四半期純利益 698

法人税等 570

少数株主利益 7

四半期純利益 121
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 17,988

売上原価 13,242

売上総利益 4,745

販売費及び一般管理費 ※
 4,193

営業利益 551

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 0

受取手数料 16

その他 35

営業外収益合計 51

営業外費用

支払利息 27

その他 32

営業外費用合計 60

経常利益 543

特別損失

店舗閉鎖損失 41

特別損失合計 41

税金等調整前四半期純利益 502

法人税等 335

少数株主利益 2

四半期純利益 164
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 698

減価償却費 754

のれん償却額 81

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △183

ポイント引当金の増減額（△は減少） 77

有形固定資産除却損 108

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 79

売上債権の増減額（△は増加） △468

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,722

その他の資産の増減額（△は増加） 372

仕入債務の増減額（△は減少） 4,543

差入保証金の増減額（△は増加） △1

未払消費税等の増減額（△は減少） △124

その他の負債の増減額（△は減少） 385

その他 21

小計 4,625

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △79

法人税等の支払額 △276

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得による支出 △14

有形固定資産の取得による支出 △1,029

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△513

貸付金の回収による収入 2

敷金及び保証金の差入による支出 △45

預り保証金の受入による収入 62

その他の支出 △50

その他の収入 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,565
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,070

長期借入れによる収入 2,500

長期借入金の返済による支出 △40

自己株式の取得による支出 △24

配当金の支払額 △128

その他 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー 131

現金及び現金同等物に係る換算差額 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,841

現金及び現金同等物の期首残高 2,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,313
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【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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

　　第１四半期連結会計期間より、株式会社

シーアンドシーの株式を取得したため、

同社を連結の範囲に含めております。

　なお、平成20年９月30日付で株式会社

ジョイセブンコーポレーションは清算

したため連結の範囲から除いておりま

す。　　　　　　　

（2）変更後の連結子会社の数

　　９社

２. 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、主として売価還元法

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、主として売価還元法

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。

　　これにより、当第３四半期連結累計期間

の売上総利益、営業利益及び経常利益

は、それぞれ０百万円増加し、税金等調

整前四半期純利益は、147百万円減少し

ております。

　  なお、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。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 （2）重要な引当金の計上基準の変更

　 ポイント引当金

　  従来、顧客に付与されたポイントは利

用された時点で売上値引処理をしてい

ましたが、第１四半期連結会計期間よ

り、将来利用されると見込まれるポイン

トに対する所要額をポイント引当金と

して計上する方法に変更しております。

　この変更は、第１四半期連結会計期間

にオートバックス・フランチャイズ

チェーンにおけるポイントカードシス

テムが更改され、これに伴い、利用され

たポイントの費用をポイント利用され

た法人が負担する方式からポイントを

付与した法人が負担する方式に移行さ

れたことから、ポイントを付与した時点

で将来利用されると見込まれるポイン

トに対する所要額を引当計上すること

により、期間損益計算の適正化及び財務

内容の健全化を図ることを目的とした

ものであります。

　　これにより、当第３四半期連結累計期間

の売上総利益、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

77百万円減少しております。

　　なお、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。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 （3）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平成20年３

月31日以前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。
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【簡便な会計処理】

　
　
　

当第３四半期連結累計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日）

法人税等並びに繰延税金資産

及び繰延税金負債の算定方法

　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

て、前連結会計年度末以降に経営環境等の

著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認めら

れる場合については、前連結会計年度決算

において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用しております。

  また、前連結会計年度末以降に経営環境

等、または、一時差異等の発生状況に著しい

変化が認められた場合については、前連結

会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングに当該著し

い変化の影響を加味したものを利用してお

ります。

固定資産の減価償却費の算定

方法　

　定率法を採用している固定資産の減価償

却費は、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して計算しております。

たな卸資産の評価方法　 　四半期連結会計期間末におけるたな卸高

の算出に関して、一部の商品については実

地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法によ

り算定しております。　
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【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】

　
　
　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日）

  税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結

会計期間を含む連結会計年度の税金等調

整前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税金等調

整前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

 ────── 　 ──────

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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。

給与手当 2,797　百万円

賞与引当金繰入額 73　百万円

退職給付費用 21　百万円

賃借料 2,436　百万円

減価償却費 724　百万円

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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。

給与手当 938百万円

賞与引当金繰入額 73百万円

退職給付費用 7　百万円

賃借料 827　百万円

減価償却費 261　百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）
 　(百万円)

現金及び預金勘定 　5,313

預入期間が３か月を超える定期預金 　－

現金及び現金同等物 　5,313
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

              普通株式  13,336千株

２．自己株式の種類及び株式数

              普通株式 95千株

３．配当に関する事項

　　　　　  配当金支払額

（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 配当の原資 

平成20年５月16日
取締役会

普通株式 66 5.0  平成20年３月31日  平成20年６月12日
利益剰余

金

平成20年11月13日
取締役会　

普通株式　 66　 5.0　 平成20年９月30日
 平成20年12月９日

　

利益剰余

金　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31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）

 

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

7,452  572  8,192  205 1,565  17,988  －  17,988  

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

7  0  －  503 1  512  -512 －  

計 7,460  573  8,192  708 1,567  18,500  -512 17,988  

営業利益（又

は営業損失）
406  -68  228  84 -53  597  -45 551  

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31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）

 

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

19,148  2,047  23,860  623 3,820  49,499  －  49,499  

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

28  0  －  1,470 7  1,506  -1,506 －  

計 19,177  2,047  23,860  2,093 3,827  51,005  -1,506 49,499  

営業利益（又

は営業損失）
595  -164　  579  243 -145　  1,109  -174 935  

（注）１．事業区分の方法

 事業区分は、商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

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 不動産賃貸業

その他の事業 厳選食品・二輪・二輪用品・飲食事業等

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）
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　「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」２．（1）に記載のとおり、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）

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べて、当第３四半期連結累計期間の営

業利益が、オートバックス事業で14百万円増加し、新車・中古車事業で営業利益が７百万円、その他の事業

で６百万円減少しております。

　        （ポイント引当金）

　「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」２．（2）に記載のとおり、従来顧

客に付与されたポイントは利用された時点で売上値引処理をしていましたが、第１四半期連結会計期間よ

り、将来利用されると見込まれるポイントに対する所要額をポイント引当金として計上する方法に変更し

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べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益

が、オートバックス事業で77百万円減少しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　　　　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。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　  　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

　記載すべき事項はありません。

　

（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。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 620.73円 １株当たり純資産額 620.05円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 9.14円 １株当たり四半期純利益金額 12.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
9.03円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
12.38円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 121 164

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 121 164

期中平均株式数（千株）     13,241   13,241

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） -1　 -0　

（うち親会社の持分比率変動等によるもの

（税額相当額控除後）

（百万円））

（-1）　 　　（-0）　

普通株式増加数（千株） －　 －　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　記載すべき事項はありません。

　

２【その他】

　平成20年11月13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00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年12月９日

　（注）　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っておりま

す。
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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 21年２月12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 米林　彰  　　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、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Ｇ－７ホー

ルディングスの平成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３四半期連結会計期間（平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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Ｇ－７ホールディングス及び連結子会社の平成20年12月31日現

在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

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

 １．四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 ２．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に記載のとおり、会社は「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用してい

る。

　２．四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 ２．会計処理基準に関する事項の変更(2) 重要な

引当金の計上基準の変更に記載のとおり、会社は、顧客に付与するポイントの処理について、利用された時点で売上

値引処理する方法から、ポイント引当金を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

（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。

EDINET提出書類

株式会社Ｇ－７ホールディングス(E03267)

四半期報告書

27/27


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１商品仕入及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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
	簡便な会計処理
	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
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

