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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21期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第20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21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 3,695,402 3,276,231 15,551,117

経常損失（△）（千円） △204,235 △137,321 △767,187

四半期（当期）純損失（△）（千

円）
△111,251 △160,100 △648,377

純資産額（千円） 2,475,139 1,777,913 1,938,013

総資産額（千円） 10,847,823 10,421,686 10,025,777

１株当たり純資産額（円） 445.90 320.30 349.14

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）（千円）
△20.04 △28.84 △116.81

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 17.1 19.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△74,026 △250,535 △350,767

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
134,727 19,323 752,638

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△127,553 △14,175 △462,436

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
491,244 252,145 497,533

従業員数（人） 649 561 565

（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21年６月30日現在

従業員数（人）  561(103)

　（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21年６月30日現在

従業員数（人）  491(98)

　（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 827,885 40.4 111.3

タイヤ・ホイール 438,801 21.4 84.6

車内・車外用品 211,295 10.3 78.3

モータースポーツ 105,942 5.2 71.6

オイル・バッテリー 157,447 7.7 95.0

カービューティ・ピットサービス 246,672 12.0 101.9

その他 61,664 3.0 98.9

合計 2,049,709 100.0 95.3

　（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 990,501 30.2 105.5

タイヤ・ホイール 654,585 20.0 86.5

車内・車外用品 313,236 9.6 74.1

モータースポーツ 151,588 4.6 75.9

オイル・バッテリー 374,287 11.4 79.7

カービューティ・ピットサービス 721,297 22.0 86.6

その他 70,736 2.2 93.5

合計 3,276,231 100.0 88.7

　（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 604,717 18.5 99.2

　 　 富里店 325,899 9.9 99.8

　 　 茂原店 154,267 4.7 90.4

　 　 上総君津店 107,548 3.3 93.8

　 　 柏沼南店 638,188 19.5 105.5

　 　 浜野店 276,009 8.4 91.2

　 　 あさひ店 77,362 2.4 88.2

　 　 その他 13,881 0.4 38.9

　 　 千葉県小計 2,197,875 67.1 97.6

　 　 浦和店 248,469 7.6 96.7

　 　 美女木店 255,709 7.8 91.4

　 　 埼玉県小計 504,179 15.4 94.0

　 　 新山下店　（神奈川県） 261,019 7.9 108.2

　 　 ニューポート店　(茨城県） 133,282 4.1 94.3

　 　 その他府県小計 394,302 12.0 50.6

小売計 3,096,357 94.5 86.8

卸売その他 179,874 5.5 141.3

合計 3,276,231 100.0 88.7

　（注）上記金額に消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

　継続企業の前提に関する注記について

当社は、平成20年５月30日付の全ての取引金融機関との「債権者間協定書」の締結により、借入金債務の返済の

猶予を受けております。　

当社の「平成21年度経営計画」では、今後一年間の資金繰りに問題はありませんが、短期的な資金不足に対して

は、主力金融機関につなぎ融資などの資金支援をお願いする予定であります。しかしながら、事業環境の悪化や収

益化体質への転換が進まない場合もあり、また、主力金融機関から新たな資金支援についても協議を行ないながら

進めていくという状況であるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、「継続企業の前提に関す

る注記」を記載しております。

　

 

３【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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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第１四半期におけるわが国経済は、高速料金の値下げ、エコカー減税や補助金などの経済政策効果への期待から

景気悪化の底入れの兆しが見えたものの、企業収益は低迷し、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、引き続き厳しい

状況が続いております。

このような状況の中、当社グループでは、「平成21年度経営計画」に基づき、テナント開発、商品コストダウン、本部

人材を使った新組織の構築による新規ビジネスからの収益増、人件費の削減等に着手しております。

テナント開発につきましては、４月に新山下店へヤマダ電機を迎え入れ、複合店としてリニューアルオープン致し

ました。

商品コストダウンにつきましては、タイヤを中心に計画通りの進捗となっております。

新規ビジネスにつきましては、卸業及びネットビジネスを立ち上げ、卸業に関しては、計画未達となっているもの

の、ネットビジネスの方は、徐々に上向いてきております。

人件費の削減につきましては、５月より従業員給与の５～20％カットを実施致しました。

以上の結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間における売上高は3,276百万円（前期比11.3％減少）、経常

損失は137百万円（前期比66百万円減少）、四半期純損失は160百万円（前期比48百万円増加）となりました。

 また当社グループは、前期に引き続き「継続企業の前提に関する注記」を記載しておりますが、「平成21年度経営

計画」に取り組み、テナント開発、商品のコストダウン、人件費削減は計画通り進んだものの、トップラインの粗利額

構築についは、売上高の下げ止まり感が出てきているものの、市場における価格競争が熾烈さを増す中、計画数値に

至ってない状況です。

　その当該状況を解消する為に、固定客向けマーケティングによる購買底上げ、新規顧客への効率的な販促により、

トップラインの構築精度を上げていきます。また、同時に更なる経費削減を計画化し、より確実にボトムラインの統制

を行える仕組みを構築いたします。具体的には、人員削減による人件費削減、広告宣伝費に含まれている紙媒体広告の

削減などを計画しております。

(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現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前年同期比239百万

円（48.7％）減少し、252百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は、前年同期比176百万円（238.4％）増加し、250百万円となりました。支出の主な増加

要因はとしては、税金等調整前四半期純損失の増加、未払消費税の減少等があります。

（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、前年同期比115百万円（85.7％）減少し、19百万円の獲得となりました。減少の主た

る要因は、前期にあった投資有価証券売却収入の有無であります。このほか、多額の賃貸用有形固定資産の取得によ

る支出もありますが、これについては、ほぼ同額の預り保証金等を受け入れており、その影響は軽微であります。

（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、前年同期比113百万円（88.9％）減少し、14百万円の支出となりました。これは主と

して、長期債務の返済額が大きく減少したことによるものであります。

（注）業績等の状況に記載の金額には、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10,421百万円となり、前連結会計年度末比395百万円（3.9％）の増加、負債

は8,643百万円となり、前連結会計年度末比556百万円（6.9％）の増加、純資産は1,777百万円で、前連結会計年度末比

160百万円（8.3％）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2.2ポイント減の17.1％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、上記（1）にも記載しておりますが次の通りであります。

　①当四半期４月に新山下店にて、新規テナントとしてヤマダ電機新山下店が開店いたしました。

　②人件費の削減に付き、４月より役員報酬の20％カット、５月より従業員の５～20％の給与カットを実施しておりま

す。 

　③当社の強みである車検事業の新山下店への導入を準備しておりましたが、この８月より事業を開始しております。

④新規ビジネスとしての卸売り・ネットビジネスを担当する部門を５月に設置いたしました。
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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、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備につきましては、平成

21年４月に完了いたしました。完了した設備の内容は次のとおりであります。

提出会社 　

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

建物及び構築
物

その他 合計

新山下店

（横浜市中区）

自動車用品販

売事業

テナント用建

物
1,353,777 6,434 1,360,211

　

　

　

(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21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21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 単元株式数100株

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21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

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 106,000

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21年４月１日～

平成21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
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ん。　

（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21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21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） 普通株式　　　　　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3,000株(議決権の数30個)含まれております。

②【自己株式等】

　 平成21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（％）

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21年４月 ５月 ６月

最高（円） 296 310 300

最低（円） 190 223 249

　（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。

　なお、前第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）は、改正前の四半期連結財務諸

表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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。
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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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 252,145 497,533

受取手形及び売掛金 370,208 438,661

商品及び製品 834,692 853,342

その他 230,679 199,644

貸倒引当金 △357 △504

流動資産合計 1,687,368 1,988,677

固定資産

有形固定資産

建物 4,913,487 3,638,819

減価償却累計額 △1,437,022 △1,389,762

建物（純額） 3,476,465 2,249,056

土地 2,512,801 2,512,801

その他 1,687,954 2,250,922

減価償却累計額 △1,070,235 △1,112,632

その他（純額） 617,719 1,138,290

有形固定資産合計 6,606,986 5,900,149

無形固定資産 70,210 75,511

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,021,466 2,026,526

その他 43,705 45,756

貸倒引当金 △8,052 △10,843

投資その他の資産合計 2,057,119 2,061,439

固定資産合計 8,734,317 8,037,100

資産合計 10,421,686 10,025,777

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 739,737 796,287

短期借入金 312,420 455,307

未払法人税等 19,620 22,148

賞与引当金 87,491 61,804

事業構造改善引当金 55,445 67,363

その他 796,500 1,006,334

流動負債合計 2,011,215 2,409,245

固定負債

長期借入金 5,069,044 4,927,677

長期預り敷金保証金 1,468,056 643,310

その他 95,456 107,531

固定負債合計 6,632,557 5,678,518

負債合計 8,643,772 8,087,764
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 △61,387 98,713

自己株式 △143 △143

株主資本合計 1,777,913 1,938,013

純資産合計 1,777,913 1,938,013

負債純資産合計 10,421,686 10,025,777
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 3,695,402 3,276,231

売上原価 2,363,453 2,166,518

売上総利益 1,331,949 1,109,713

販売費及び一般管理費 ※1
 1,608,407

※1
 1,295,367

営業損失（△） △276,458 △185,654

営業外収益

附随業収入 95,078 146,560

受取手数料 49,807 34,034

その他 25,727 20,945

営業外収益合計 170,613 201,541

営業外費用

支払利息 25,303 31,517

附随業原価 70,945 120,428

その他 2,141 1,262

営業外費用合計 98,390 153,208

経常損失（△） △204,235 △137,321

特別利益

投資有価証券売却益 111,404 －

貸倒引当金戻入額 － 3,150

特別利益合計 111,404 3,150

特別損失

固定資産除却損 4,173 6,403

投資有価証券評価損 6,775 2,763

その他 － 3,216

特別損失合計 10,949 12,382

税金等調整前四半期純損失（△） △103,779 △146,554

法人税、住民税及び事業税 11,741 17,986

法人税等調整額 △4,269 △4,440

法人税等合計 7,471 13,545

四半期純損失（△） △111,251 △160,100
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 △146,554

減価償却費 121,449 102,433

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,537 25,686

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △2,937

事業構造改善引当金増加額（△は減少） △21,279 △11,917

リース資産減損勘定取崩額 △14,013 △12,075

受取利息及び受取配当金 △2,149 △815

支払利息 25,303 31,517

固定資産除売却損益（△は益） 4,173 6,403

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 2,763

売上債権の増減額（△は増加） 75,186 68,452

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,944 18,650

仕入債務の増減額（△は減少） △98,408 △56,549

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,686 △93,479

その他 7,794 △104,892

小計 △47,184 △173,314

利息及び配当金の受取額 2,132 797

利息の支払額 △2,548 △56,608

法人税等の支払額 △26,426 △21,410

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,026 △250,535

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 △871,564

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 62,836

無形固定資産の取得による支出 △4,180 △1,500

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 △34,757

敷金及び保証金の回収による収入 32,217 39,816

預り保証金の返還による支出 △5,715 △22,390

預り保証金の受入による収入 － 849,575

その他 12 △2,692

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,727 19,323

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 △1,520

長期債務の返済による支出 △129,682 △12,628

その他 △19 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,553 △14,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,853 △245,387

現金及び現金同等物の期首残高 558,098 497,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 491,244

※1
 252,145
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【継続企業の前提に関する注記】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当社グループは、前連結会計年度まで３期連続の経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローにつ

いても３期連続してマイナスとなりました。当第１四半期連結累計期間においても、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。また、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」を締結したことで、平成22年７月31日までの資金支援を受けております。しかしなが

ら、金融機関から新たな資金支援を得られるか不透明な状況にあります。当該状況により、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような状況が存在しています。

当社グループは、「平成21年度経営計画」に着手しています。この計画は、既に確定している家賃削減、テナント開

発、商品コストダウン、本部人材を使った新組織の構築による新規ビジネスからの収益増、人件費の削減等で基本的

な収益改善の計画を組んでおります。また、トップラインの粗利額構築についても、より当社グループとしての強み

のある商品群を明確化し、確実に粗利を確保していくという方針に切替えております。当第１四半期において、コス

トダウンによる収益改善の施策については、計画通り進捗しておりますが、粗利額については、計画比未達となり、経

常利益にて計画比乖離が生じております。売上については、下げ止まり感が出てきているものの、粗利率改善につい

ては、市場における価格競争が熾烈さを増す中、計画数値に至っていない状況です。

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消するために、翌四半期連結会計期間の末日までにつき

ましては、トップラインの計画比未達を考慮した適正在庫を実現することで、運転資金を確保する対応策を実行して

おります。さらに、「平成21年度経営計画」の実施状況を踏まえ、固定客向けマーケティングによる購買頻度の底上

げ、新規顧客への効率的な販促により、トップラインの構築精度を上げていきます。また、同時に更なる経費削減を計

画化し、より確実にボトムラインの統制を行なえる仕組みを構築します。具体的には、人員削減による人件費削減、広

告宣伝費に含まれている紙媒体広告の削減などを計画しております。これらの追加対応策による損益見通しでは、一

年間の資金繰りにも問題はありませんが、短期的に生じる資金不足に対しては、主力金融機関につなぎ融資などの資

金支援をお願いする予定であります。

しかしながら、当社グループは、これらの対応策を実行中ですが、事業環境の悪化や収益化体質への転換が進まな

い場合もあり、また、主力金融機関から新たな資金支援についても協議を行ないながら進めていくという状況である

ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表に反映していません。

【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】

該当事項はありません。　

【表示方法の変更】

　当第１四半期連結会計期間

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（四半期連結貸借対照表関係） 

　前第１四半期連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「長期預り敷金保証金」は、

資産総額の100分の10を超えたため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期連

結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「長期預り敷金保証金」は207,315千円であります。 
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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、簿価切下げを行な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。

【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）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　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 589,365千円

賞与引当金繰入額 27,067千円

賃借料 409,947千円

※１　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 477,098千円

賞与引当金繰入額 22,346千円

賃借料 272,931千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　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

※１　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） （平成21年６月30日現在）
 （千円）

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

 （千円）

現金及び預金勘定 252,145

現金及び現金同等物 252,145

　

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　　　　　　　　　　　　　　

141,367千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平

成21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．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　４．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】

前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

当連結グループは自動車用品販売事業の単一事業となっており、当該事業以外に事業の種類がないため該

当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月1日　至平成21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】

　前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21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）

　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。
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（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21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 320.30円 １株当たり純資産額 349.14円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失(△）金額 △20.04円 １株当たり四半期純損失(△）金額 △28.84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。

同左

　（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。

　
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 △160,100

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 △160,100

期中平均株式数（千株） 5,550 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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日

から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21年６月30日現在の財

政状態並びに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3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3期連続してマイナスとなり、当第１四半期連結累計期間においても、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いる。資金面においては、金融機関から新

たな資金支援を得られるか不透明な状況にある。こうした状況から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策

及び重要な不確実性が認められる理由について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、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

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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