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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２四半期連結
累計期間

第35期
第２四半期連結
累計期間

第34期
第２四半期連結
会計期間

第35期
第２四半期連結
会計期間

第34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21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 31,511 32,860 16,249 16,551 65,297

経常利益（百万円） 403 1,145 258 581 1,344

四半期(当期)純利益又は四半期純

損失（百万円）
△43 599 86 291 259

純資産額（百万円）  －  － 8,140 8,885 8,387

総資産額（百万円） － － 23,265 24,775 24,990

１株当たり純資産額（円） － － 612.77 671.09 630.61

１株当たり四半期(当期)純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金

額（円）

△3.28 45.31 6.55 22.00 19.57

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － 6.55 － 19.41

自己資本比率（％） － － 34.8 35.9 33.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
743  1,980 － － 2,847

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,309 △336 － － △1,653

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△497 △738 － － 91

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 1,406 4,666 3,758

従業員数（人） － － 1,095 1,149 1,085

　（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。

３. 第34期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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。　

４. 第35期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式

が存在しない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21年９月30日現在

従業員数（人） 1,149[1,677]

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［　］内に当第２四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21年９月30日現在

従業員数（人） 31 [12]

　（注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［　］内に当第２四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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

オートバックス事業（百万円） 3,382 112.9

新車・中古車事業（百万円） 278 43.3

食品・雑貨小売事業（百万円） 6,722 103.3

不動産賃貸事業 （百万円）　 － －

その他の事業（百万円）　 1,091 89.5

合計（百万円） 11,474 100.9

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

オートバックス事業（百万円） 6,346 106.9

新車・中古車事業（百万円） 333 41.8

食品・雑貨小売事業（百万円） 8,139 103.6

不動産賃貸事業 （百万円）　 206 97.7

その他の事業（百万円）　 1,525 105.5

合計（百万円） 16,551 101.9

　（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【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３【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。

 

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】

　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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の経済環境の激変から雇用の悪化・所得の減少が顕著

となり、消費者の購買行動はますます節約・低価格志向へとシフトし、消費低迷からの脱却はいまだ見通すことの

できない状態にあります。このような経営環境の中、当社グループは、厳しい環境においても持続的な成長を続ける

ため、収益向上に向けての基盤作りの強化施策として、店舗在庫の適正管理、グループ間・店舗間での人的資源の適

正配置を実施し、さらに広告宣伝費、不動産コスト、光熱費にいたるまで徹底的な経費削減などの諸施策を実行いた

しました。

  以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は 16,551百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は 562百万

円（前年同期比133.4％増）、経常利益は 581百万円（前年同期比124.9％増）となり、四半期純利益は 291百万円

（前年同期比236.0%増）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、車検・整備を含むメンテナンスサービスやＥＴＣ車載器及びポータブルナ

ビゲーション、ロングドライブ関連商品の需要が好調に推移いたしました。また、販売管理費の削減を進め、商品在

庫の適正化を行い、収益力の向上に努めました。これにより売上高は 6,346百万円（前年同期比6.9％増）、営業利

益は 348百万円（前年同期比77.8%増）となりました。

  新車・中古車事業につきましては、世界的な景気後退による自動車販売市場の需要の減少を受ける中、当社は事

業の効率化を図るため、収益力の高い店舗に販売を集約し在庫の適正化及び販売管理費の抑制に努めました。これ

により売上高は 333百万円（前年同期比58.2％減）、営業利益は３百万円（前年同期は営業損失43百万円）となり

ました。

  食品・雑貨小売事業につきましては、節約志向が一層強まる中、「業務スーパー」では、日本最安値に挑戦する値

下げ戦略を実施し、消費者の支持を受け好調に推移いたしました。また、低価格の生鮮食料品をさらに充実させるな

ど、集客力の高い店作りに取り組みました。新規出店につきましては、岐阜県内にエリア第１号店となる中鶉店を

オープンいたしました。これにより売上高は 8,139百万円（前年同期比3.6％増）、営業利益は 199百万円（前年同

期比25.3％増）となりました。

  不動産賃貸事業につきましては、企業の経費削減にともなう移転や統合により空室率の上昇や賃料水準の下落傾

向が続いている中、安定的なテナントの確保に努めたものの売上高は 206百万円（前年同期比2.3％減）となりま

した。しかしながら、コスト削減により営業利益は 77百万円（前年同期比15.1％増）となりました。

  その他の事業につきましては、厳選食品の卸販売をおこなう「こだわり食品」が堅調に推移しました。これによ

り売上高は 1,525百万円（前年同期比5.5％増）となりましたが、これまでのバイクセブンの新規出店にともなう

設備投資などの償却負担等により、営業利益は改善したものの、営業損失は 28百万円（前年同期は営業損失 62百

万円）となりました。
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(2)キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、4,666百万円となり、第１四

半期連結会計期間末に比べ 419百万円増加しました。 

（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 994百万円（前年同期は 722百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益が 567百万円、減価償却費が 247百万円、たな卸資産の減少が 450百万円、売上債権の減少が 156百

万円あったことによる資金の増加と、仕入債務が 298百万円減少したこと等に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 137百万円（前年同期は 568百万円の減少）となりました。これは主に、業務スー

パー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 139百万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減少は 439百万円（前年同期は 572百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入金

の純減が 100百万円、長期借入金の返済による支出が315百万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。

 

(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、前四半期連結会計期間末において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

  食品・雑貨小売事業を営む株式会社サンセブン（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

りました業務スーパー中鶉店の販売設備の新設については、平成21年７月に完了し、７月から営業を開始しており

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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月12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21年７月１日～
平成21年９月30日

－ 13,336 － 1,785 － 2,723
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（５）【大株主の状況】

 平成21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 2,100 15.75

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 1,944 14.58

 木下　智雄 神戸市西区　 1,829 13.72

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

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

 茂理  佳弘  兵庫県姫路市 176 1.32

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11-3　 164 1.22

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社(信託口)　
東京都中央区晴海1丁目8-11　 110 0.82

 塚本　富途 兵庫県明石市　 101 0.75

計 － 8,719 65.38

    　（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(信託口)      164千株

　　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  110千株　
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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　　　95,300　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　13,237,900 132,379 －

単元未満株式 普通株式　　   3,200 － －

発行済株式総数 13,336,400 － －

総株主の議決権 － 132,379 －

　　　（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21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
95,300 － 95,300 0.71

計 － 95,300 － 95,300 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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 362 362 389 415 599 553

最低（円） 336 336 358 379 414 474

　（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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,666 3,758

受取手形及び売掛金 1,213 1,468

商品及び製品 3,584 4,193

その他 871 944

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,334 10,363

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,993 11,874

減価償却累計額 △6,172 △5,872

建物及び構築物（純額） 5,820 6,002

土地 4,006 4,006

建設仮勘定 13 10

その他 1,873 1,810

減価償却累計額 △1,204 △1,117

その他（純額） 669 692

有形固定資産合計 10,510 10,712

無形固定資産

のれん 294 343

その他 246 260

無形固定資産合計 541 604

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,935 2,847

繰延税金資産 349 350

その他 119 132

貸倒引当金 △16 △21

投資その他の資産合計 3,388 3,309

固定資産合計 14,440 14,626

資産合計 24,775 24,990
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,913 3,107

短期借入金 5,970 5,320

未払法人税等 515 406

賞与引当金 322 224

ポイント引当金 113 88

その他 1,570 1,726

流動負債合計 11,405 10,873

固定負債

長期借入金 3,000 4,277

退職給付引当金 278 259

役員退職慰労引当金 138 144

その他 1,067 1,048

固定負債合計 4,483 5,729

負債合計 15,889 16,602

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 4,945 4,412

自己株式 △44 △44

株主資本合計 9,404 8,870

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6 6

土地再評価差額金 △536 △536

為替換算調整勘定 11 9

評価・換算差額等合計 △518 △520

少数株主持分 － 37

純資産合計 8,885 8,387

負債純資産合計 24,775 24,990
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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：百万円）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 31,511 32,860

売上原価 23,368 24,050

売上総利益 8,143 8,809

販売費及び一般管理費 ※
 7,760

※
 7,703

営業利益 383 1,105

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 0 0

受取手数料 38 35

その他 103 101

営業外収益合計 144 138

営業外費用

支払利息 52 60

その他 71 38

営業外費用合計 124 98

経常利益 403 1,145

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 71 14

たな卸資産評価損 148 －

特別損失合計 219 14

税金等調整前四半期純利益 196 1,131

法人税等 234 540

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △8

四半期純利益又は四半期純損失（△） △43 599
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 16,249 16,551

売上原価 12,032 12,095

売上総利益 4,216 4,455

販売費及び一般管理費 ※
 3,975

※
 3,892

営業利益 241 562

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 0 0

受取手数料 18 16

その他 58 59

営業外収益合計 78 76

営業外費用

支払利息 25 35

その他 34 21

営業外費用合計 60 57

経常利益 258 581

特別損失

店舗閉鎖損失 6 14

特別損失合計 6 14

税金等調整前四半期純利益 252 567

法人税等 161 285

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △9

四半期純利益 86 291
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 196 1,131

減価償却費 484 483

のれん償却額 43 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △82 97

ポイント引当金の増減額（△は減少） 54 24

有形固定資産除却損 88 20

受取利息及び受取配当金 △2 △0

支払利息 52 60

売上債権の増減額（△は増加） 269 238

たな卸資産の増減額（△は増加） △291 609

その他の資産の増減額（△は増加） 358 53

仕入債務の増減額（△は減少） △37 △193

差入保証金の増減額（△は増加） 8 △10

未払消費税等の増減額（△は減少） △105 71

その他の負債の増減額（△は減少） △73 △193

その他 11 3

小計 975 2,446

利息及び配当金の受取額 2 0

利息の支払額 △52 △60

法人税等の支払額 △181 △406

営業活動によるキャッシュ・フロー 743 1,980

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 △16

有形固定資産の取得による支出 △781 △259

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 △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 1 1

敷金及び保証金の差入による支出 △42 △110

預り保証金の受入による収入 46 52

その他の支出 △28 △11

その他の収入 20 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,309 △336
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（単位：百万円）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30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） △300 △300

長期借入金の返済による支出 △35 △327

自己株式の取得による支出 △24 －

配当金の支払額 △66 △65

その他 △71 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △497 △738

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,065 907

現金及び現金同等物の期首残高 2,472 3,758

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,406

※
 4,666
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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】

　　　該当事項はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第２四半期連結累計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年９月30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、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。

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。

　

【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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年９月30日）

  税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

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、税引

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２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 ────── 　 ──────

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。　

※　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 1,683　百万円

賞与引当金繰入額 174　百万円

退職給付費用 14　百万円

賃借料 1,608　百万円

減価償却費 463　百万円

給与手当 1,807　百万円

賞与引当金繰入額 318百万円

退職給付費用 21百万円

賃借料 1,594　百万円

減価償却費 467百万円

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21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。

※　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 847　百万円

賞与引当金繰入額 61　百万円

退職給付費用 7　百万円

賃借料 799　百万円

減価償却費 246　百万円

給与手当 901百万円

賞与引当金繰入額 161百万円

退職給付費用 10百万円

賃借料 799百万円

減価償却費 239百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※　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） （平成21年9月30日現在）

 　(百万円)

現金及び預金勘定 1,406

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 1,406

　

 　(百万円)

現金及び預金勘定 4,666

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  4,666
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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21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30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

(1）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21年５月15日

取締役会
普通株式 66 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月11日利益剰余金

　(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（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21年11月10日

取締役会
普通株式 66 5.0 平成21年９月30日 平成21年12月８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】

前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20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）

 

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

5,937 798 7,855     211 1,446 16,249 －  16,249 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

10 －  －      475 2  489   △489 －  

計 5,948 798 7,855     687 1,449 16,738   △489 16,249 

営業利益（又

は営業損失）
196 △43 159      67 △62　  317    △76 241 

当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日～平成21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）

 

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

6,346 333 8,139     206 1,525 16,551 －  16,551 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

0  －  1      463 0  465   △465 －  

計 6,346 333 8,140     669 1,526 17,016   △465 16,551 

営業利益（又

は営業損失）
348 3  199      77 △28 601 　 △39 562 
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前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20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）

 

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

11,696 1,474 15,668     418 2,254 31,511 －  31,511 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

20 －  －      966 5  993  △993 －  

計 11,717 1,474 15,668   1,385 2,260 32,504  △993 31,511 

営業利益（又

は営業損失）
188 △95 351     159 △91 511  △128 383 

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21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）

 

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

12,345 647 16,415     412 3,038 32,860 
      

－
 32,860 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

1  －  5      926 0  933   △933 －  

計 12,347 647 16,421   1,339 3,039 33,794   △933 32,860 

営業利益（又

は営業損失）
565 1  490     162 

    

△40
 1,180    △74 1,105 

（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

その他の事業 厳選食品・二輪・二輪用品・飲食業等
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３．会計処理の方法の変更

　  前第２四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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２四半期連結累計期間の営

業利益が、オートバックス事業で33百万円増加し、食品・雑貨小売事業で営業利益が、０百万円減少してお

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２四半期連結累計期間の営業利益

が、オートバックス事業で54百万円減少しております。

 

【所在地別セグメント情報】

　前第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２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30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】

　前第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２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30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）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

　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２四半期連結会計期間末
（平成21年９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 671.09円 １株当たり純資産額 630.61円

２．１株当たり四半期純損失金額又は四半期純利益金額等

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △3.28円 １株当たり四半期純利益金額 45.31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、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。

　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又は四半期純損失(△)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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失又は四半期純利益金額   

四半期純損失又は四半期純利益（百万円） △43 599

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損失又は四半期純利

益（百万円）
△43 599

期中平均株式数（千株） 13,241 13,241
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前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 6.55円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額
6.55円　

１株当たり四半期純利益金額 22.00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。

 
前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 86 291

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） 86 291

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） 0　 －

（うち子会社に対する親会社の持分比率

変動等によるもの（税額相当額控除後）

（百万円））

(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）

　当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）　

　記載すべき事項はありません。

 

２【その他】

　平成21年11月10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21年12月８日

　（注）　平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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20年11月13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Ｇ－７ホールディングス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

　１．四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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月10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 黒川　智哉　　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２四半期連結会計期間（平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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Ｇ－７ホールディングス及び連結子会社の平成21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。

　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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