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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35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35期
第３四半期連結
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31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） 49,499 51,076 17,988 18,215 65,297

経常利益（百万円） 947 1,900 543 755 1,344

四半期(当期)純利益（百万円） 121 925 164 325 259

純資産額（百万円）  －  － 8,248 9,141 8,387

総資産額（百万円） － － 29,224 30,123 24,990

１株当たり純資産額（円） － － 620.73 690.39 630.61

１株当たり四半期(当期)純利益金

額（円）
9.14 69.87 12.43 24.57 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）
9.03 － 12.38 － 19.41

自己資本比率（％） － － 28.1 30.3 33.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
4,271 5,825 － － 2,847

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,565 △503 － － △1,653

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
131 △819 － － 91

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 5,313 8,262 3,758

従業員数（人） － － 1,114 1,146 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35期第３四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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21年12月31日現在

従業員数（人） 1,146[1,739]

　（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21年12月31日現在

従業員数（人） 30 [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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

　
  前年同四半期比（％）　

　

オートバックス事業（百万円） 5,285 92.9

新車・中古車事業（百万円） 299 55.2

食品・雑貨小売事業（百万円） 7,447 105.6

不動産賃貸事業 （百万円）　 － －

その他の事業（百万円）　 1,106 89.8

合計（百万円） 14,138 97.4

　（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

　
　前年同四半期比（％）

　

オートバックス事業（百万円） 7,395 99.2

新車・中古車事業（百万円） 320 55.9

食品・雑貨小売事業（百万円） 8,793 107.3

不動産賃貸事業 （百万円）　 207 101.1

その他の事業（百万円）　 1,498 95.7

合計（百万円） 18,215 101.3

　（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３四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。

 

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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策や金融緩和などにより緩やかな回復基調

はみられるものの、依然として所得環境ならびに雇用情勢の悪化から個人消費は低迷し、デフレ傾向が強まるなど、

先行きが不透明な状況が続いております。

　このような経営環境の中、当社グループは、収益向上に向けての基礎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引き続き実行いたしました。

  以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 18,215百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は 724百万

円（前年同期比31.3％増）、経常利益は 755百万円（前年同期比38.9％増）となり、四半期純利益は 325百万円

（前年同期比97.6％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ポータブルナビゲーション、長距

離ドライブ用商品、オイル、バッテリー、タイヤなどの消耗品が好調に推移いたしましたが、売上高は 7,395百万円

（前年同期比0.8％減）となりました。しかしながら、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

向上に努めたことにより、営業利益は 567百万円（前年同期比39.4％増）となりました。

  新車・中古車事業につきましては、収益力の高い店舗に集約し在庫の適正化および販売管理費の抑制に努めまし

た。この結果売上高は 320百万円（前年同期比44.1％減）、営業損失は ５百万円（前年同期は営業損失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、デフレ傾向が強まる中、「業務スーパー」は引き続き日本最安値に挑戦す

る値下げ戦略を実施し堅調に推移しました。新規出店につきましては、神奈川県、三重県、東京都にそれぞれ１店舗、

合計３店舗を出店いたしましたが、三重県で１店舗を閉店し、店舗数は85店舗となっています。この結果売上高は

8,793百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は 310百万円（前年同期比35.6％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

向が続いてる中、安定的なテナントの確保に努めました。この結果売上高は 207百万円（前年同期比1.1％増）、営

業利益は 89百万円（前年同期比6.7％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。12月に産

直市場「めぐみの郷」を経営する株式会社めぐみのさとを完全子会社化するとともに、リユース市場にも参入し、

兵庫県に総合リサイクルショップ「良品買館」伊川谷店を出店し、事業の拡大を図りましたが、一部店舗の閉鎖等

により売上高は 1,498百万円（前年同期比4.3％減）となりました。「めぐみの郷」、「良品買館」の出店経費及び

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、営業損失は 38百万円（前年同

期は営業損失53百万円）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、8,262百万円となり、第２四

半期連結会計期間末に比べ 3,596百万円増加しました。 

（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 3,844百万円（前年同期は 3,527百万円の増加）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益が 738百万円、減価償却費が 257百万円、仕入債務の増加が 4,392百万円あったこと等による

資金の増加と、棚卸資産の増加が 955百万円、売上債権の増加が 741百万円、法人税等の支払額が 309百万円あった

こと等による資金の減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は 167百万円（前年同期は 255百万円の減少）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 133百万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 80百万円（前年同期は 628百万円の増加）となりました。これは主に、配当金の支

払額が 64百万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

　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)おいて、前四半期連結会計期間末に計画しておりま

した販売設備の新設については、業務スーパー芹が谷店は、平成21年10月に完了し10月から、業務スーパー四日市松

本店は、平成21年11月に完了し11月から、業務スーパー新宿榎店は、平成21年12月に完了し12月からそれぞれ営業を

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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月10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10月１日～
平成21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21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
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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 10月 11月 12月

最高（円） 362 362 389 415 599 553 502 511 554

最低（円） 336 336 358 379 414 474 451 461 484

　（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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,262 3,758

受取手形及び売掛金 1,948 1,468

商品及び製品 4,538 4,193

その他 894 944

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 15,642 10,363

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 12,064 11,874

減価償却累計額 △6,316 △5,872

建物及び構築物（純額） 5,747 6,002

土地 4,006 4,006

建設仮勘定 48 10

その他 1,978 1,810

減価償却累計額 △1,253 △1,117

その他（純額） 724 692

有形固定資産合計 10,526 10,712

無形固定資産

のれん 290 343

その他 260 260

無形固定資産合計 550 604

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,950 2,847

繰延税金資産 351 350

その他 116 132

貸倒引当金 △16 △21

投資その他の資産合計 3,403 3,309

固定資産合計 14,480 14,626

資産合計 30,123 24,990
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,320 3,107

短期借入金 6,470 5,320

未払法人税等 625 406

賞与引当金 198 224

ポイント引当金 103 88

その他の引当金 170 －

その他 2,096 1,726

流動負債合計 16,984 10,873

固定負債

長期借入金 2,500 4,277

退職給付引当金 288 259

役員退職慰労引当金 138 144

その他 1,070 1,048

固定負債合計 3,996 5,729

負債合計 20,981 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 5,204 4,412

自己株式 △44 △44

株主資本合計 9,663 8,870

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3 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 △521 △520

少数株主持分 － 37

純資産合計 9,141 8,387

負債純資産合計 30,123 24,990
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 49,499 51,076

売上原価 36,610 37,400

売上総利益 12,888 13,675

販売費及び一般管理費 ※
 11,953

※
 11,845

営業利益 935 1,830

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 0 0

受取手数料 54 52

その他 139 142

営業外収益合計 196 196

営業外費用

支払利息 79 80

その他 104 45

営業外費用合計 184 125

経常利益 947 1,900

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 31

たな卸資産評価損 148 －

特別損失合計 261 31

税金等調整前四半期純利益 698 1,869

法人税等 570 953

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △8

四半期純利益 121 925
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 17,988 18,215

売上原価 13,242 13,349

売上総利益 4,745 4,865

販売費及び一般管理費 ※
 4,193

※
 4,141

営業利益 551 724

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

受取手数料 16 16

その他 35 40

営業外収益合計 51 57

営業外費用

支払利息 27 20

その他 32 6

営業外費用合計 60 26

経常利益 543 755

特別損失

店舗閉鎖損失 41 17

特別損失合計 41 17

税金等調整前四半期純利益 502 738

法人税等 335 412

少数株主利益 2 －

四半期純利益 164 325
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 1,869

減価償却費 754 741

のれん償却額 81 60

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） 4 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △183 △25

ポイント引当金の増減額（△は減少） 77 14

その他の引当金の増減額（△は減少） － 170

有形固定資産除却損 108 33

受取利息及び受取配当金 △2 △1

支払利息 79 80

売上債権の増減額（△は増加） △468 △503

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,722 △346

その他の資産の増減額（△は増加） 372 28

仕入債務の増減額（△は減少） 4,543 4,199

差入保証金の増減額（△は増加） △1 △24

未払消費税等の増減額（△は減少） △124 94

その他の負債の増減額（△は減少） 385 198

その他 21 5

小計 4,625 6,618

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △79 △79

法人税等の支払額 △276 △715

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,271 5,825

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 △1,029 △393

有形固定資産の売却による収入 1 11

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 △3

貸付金の回収による収入 2 2

敷金及び保証金の差入による支出 △45 △131

預り保証金の受入による収入 62 55

その他の支出 △50 △46

その他の収入 20 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,565 △503
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（単位：百万円）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 △300

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 △327

自己株式の取得による支出 △24 －

配当金の支払額 △128 △129

その他 △104 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー 131 △819

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,841 4,504

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 ※
 5,313

※
 8,262
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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21年４月１日
至　平成21年12月31日）

　連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更

　　第３四半期連結会計期間より、株式会社めぐみのさと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21年11月10日付で株式会社サンオートインターナショナルは、

株式会社タカツキに吸収合併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

　　８社

　

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第３四半期連結累計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21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、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。

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第２四半期連結会計期間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。　

　

【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21年４月１日 
 至　平成21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３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※　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 2,708　　百万円

賞与引当金繰入額 197百万円

役員賞与引当金繰入額 170百万円

退職給付費用 32百万円

賃借料 2,395百万円

減価償却費　 716百万円　

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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

※　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 900百万円

賞与引当金繰入額 149百万円

役員賞与引当金繰入額 170百万円

退職給付費用 10百万円

賃借料 800百万円

減価償却費　 249百万円　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※　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） （平成21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

　

 　(百万円)

現金及び預金勘定 8,262

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 8,262
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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21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21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

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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21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

7,395 320 8,793 207 1,498 18,215 －  18,215　

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

2  0  4  464 2  474 △474 － 　

計 7,398 320 8,798 672 1,501 18,689 △474 18,215　

営業利益（又

は営業損失）
567  △5  310 89  △38 923 △199 724　
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前第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　

当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21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

19,741 968 25,209 620 4,536 51,076 －  51,076　

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

3  0  9  1,390 3  1,408 △1,408 － 　

計 19,745 968 25,219 2,011 4,540 52,484 △1,408 51,076　

営業利益（又

は営業損失）
1,133  △3  800 252  △78 2,104 △273 1,830　

（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３四半期連結累計期間

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　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）

　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】

　前第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３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21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】

　前第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３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21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）

　当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

  記載すべき事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）　

該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）　

重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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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21年12月31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 690.39円 １株当たり純資産額 630.61円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 9.14円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
9.03円

１株当たり四半期純利益金額 69.87　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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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  925

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  925

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　  －

（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）　  －

普通株式増加数（千株） －　  －
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前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

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
12.38円

１株当たり四半期純利益金額 24.57円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期潤利益金額につい

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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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） 164  325

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） 164  325

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３四半期連結会計期間(自平成21年10月１日　至平成21年12月31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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月９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３四半期連結会計期間（平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。

　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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