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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23期

第２四半期連結
累計期間

第24期
第２四半期連結
累計期間

第23期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 5,587,419 5,426,697 11,594,532

経常利益（千円） 62,025 114,288 184,832

四半期（当期）純利益（千円） 23,613 207,884 94,606

四半期包括利益又は包括利益（千円） 23,613 207,884 94,606

純資産額（千円） 1,714,701 2,058,577 1,850,693

総資産額（千円） 9,920,972 10,057,074 9,919,938

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
1.76 14.39 6.95

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（％） 17.3 20.5 18.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△28,293 73,191 230,729

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△84,037 △4,184 △105,530

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
737 △21,020 △76,023

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（千円）
399,298 608,054 560,068

　

回次
第23期

第２四半期連結
会計期間

第24期
第２四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 3.12 4.95

（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．売上高について、従来、不動産の賃貸に係る収益、費用につきましては、「営業外収益」、「販売費及び一般管理

費」及び「営業外費用」に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「売上高」、「売上原価」に

含めて計上する方法に変更しております。前第２四半期連結累計期間（第23期）及び前連結会計年度（第23

期）については、当該表示方法の変更を反映した組替え後の数値を記載しております。

４．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２四半期連結累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前連結会計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、重要な変更が生じております。なお、文中における将来に関する事項につきましては、当

四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。　

　

（１）有利子負債の依存度について

　当企業グループは必要な運転資金・設備資金を金融機関からの借入金によって調達しております。平成24年９月末

現在、総資産額に対する長期借入金、１年内返済予定の長期借入金及び短期借入金の割合は、50.1％となっており、今

後の金利動向によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

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。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項につきましては、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもの

であります。

　

（１）業績の状況

　　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機に伴なう海外経済の減速や円高の長期化、電力供

給に対する懸念など、先行き不透明な状態が続きました。カー用品業界におきましては、エコカー補助金などの政策

効果による新車販売台数の増加に伴なってカー用品の需要が伸びたものの、地デジ対応関連商品の大幅な需要の減

少や不透明な景気の先行き感など、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24年度経営計画」に着手しております。この計画は、経常黒字の確

保を確実にするために、売上の維持拡大に努めながら、経費のバランスをとり、各店舗、各部門ごとの収益性を向上さ

せます。また、車販売・買取と車検・整備、板金・塗装をはじめとするサービス部門間の連携を強化し、お客様へのワ

ンストップサービスの提供を充実させてまいります。その他、在庫管理の徹底及び在庫効率の向上、不動産部門の確

立、ローコスト体質の構築のための販売費・一般管理費の削減に取り組み、将来の成長を見据えて競争力の強化に取

り組むものであります。

　商品別の売上高につきましては、車検が既存店前期比101.1％、車販売・買取が既存店前期比110.9％、板金が既存店

前期比127.2％となるなど、堅調に推移いたしました。しかしながら、その他につきましては、既存店前期実績を割り

込む形となったため、全体の売上高については、経営計画の水準を上回り堅調に推移したものの、既存店前期比3.6％

の減収となりました。

　商品別の粗利額につきましては、板金が119.6％、車販売・買取が既存店前期比114.0％となり売上高とともに好調

に推移いたしました。しかしながら、カーエレクトロニクスにおいて地デジ対応関連商品の特需に対する反動減や、

売れ筋価格帯の下落などにより粗利額が減少し、全体の粗利額は既存店前期比6.0％の減益となりました。

　以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は5,426百万円（前期比2.9％減少）、営業

利益は82百万円（前期比40百万円増加）、経常利益は114百万円（前期比52百万円増加）、四半期純利益は207百万円

（前期比184百万円増加）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、前連結会計年度末と

比較して47百万円増加し、608百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は、73百万円（前年同四半期は28百万円の支出）となりました。資金の主な増加項目

は、税金等調整前四半期純利益112百万円、減価償却費102百万円であり、資金の主な減少項目は、たな卸資産の増加93

百万円、利息の支払額58百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果支出した資金は、4百万円（前年同四半期は84百万円の支出）となりました。資金の主な減少項目

は、預り保証金の返還による支出33百万円、有形固定資産の取得による支出4百万円であり、資金の主な増加項目は、

敷金及び保証金の回収による収入29百万円、長期貸付金の回収による収入10百万円であります。

（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、21百万円（前年同四半期は０百万円の収入）となりました。これは、長期借入金の

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10,057百万円（前期末9,919百万円）となりました。負債は7,998百万円と

なり、前連結会計年度末比70百万円（0.9％）の減少、純資産は2,058百万円で、前連結会計年度末比207百万円

（11.2％）の増加となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比1.8ポイント増の20.5％となりまし

た。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当社グループは、「平成24年度経営計画」に着手しております。この計画は、経常黒字の確保を確実にするために、

売上の維持拡大に努めながら、経費のバランスをとり、各店舗、各部門ごとの収益性を向上させます。また、車販売・

買取と車検・整備、板金・塗装をはじめとするサービス部門間の連携を強化し、お客様へのワンストップサービスの

提供を充実させてまいります。その他、在庫管理の徹底及び在庫効率の向上、不動産部門の確立、ローコスト体質の構

築のための販売費・一般管理費の削減に取り組み、将来の成長を見据えて競争力の強化に取り組むものであります。

　

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【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 39,600,000

計 39,600,000

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24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24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 14,451,000 14,451,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式100株

計 14,451,000 14,451,000 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【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24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 14,451,000 － 1,451,175 － 1,611,819
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（６）【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

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 1,405,840 9.73

井上　義人 東京都葛飾区 1,300,000 9.00

ウェーブ会　　（注） 千葉市稲毛区宮野木町1850 1,128,300 7.81

廣岡　昭彦 千葉市稲毛区 669,660 4.63

㈱ＳＢＩ証券 東京都港区六本木1-6-1 630,400 4.36

廣岡　大介 東京都中央区 593,660 4.11

廣岡　耕平 千葉県浦安市 489,660 3.39

従業員持株会 千葉市稲毛区宮野木町1850 352,700 2.44

楽天証券㈱ 東京都品川区東品川4-12-3 211,100 1.46

日本興亜損害保険㈱ 東京都千代田区霞が関3-7-3 210,000 1.45

計 ― 6,991,320 48.38

　（注）ウェーブ会は、当社の取引先持株会であります。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24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         200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  14,449,900 144,499 －

単元未満株式 普通株式         900 － －

発行済株式総数          14,451,000 － －

総株主の議決権 － 144,499 －

（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2,500株（議決権の数25個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

 平成24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
200 － 200 0.0

計 － 200 － 200 0.0
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２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。　

役職の異動
　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
管理本部長兼法務
・ＩＲ室長

取締役
管理本部長兼法務
・ＩＲ部長

廣 岡  耕 平 平成24年７月１日
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第４【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）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、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、清和監査法人による四半期レビューを受けております。　

  なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

　第23期連結会計年度　　新日本有限責任監査法人

　第24期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間　　清和監査法人
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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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 560,068 608,054

受取手形及び売掛金 368,044 341,166

商品及び製品 652,866 744,846

その他 203,861 335,579

貸倒引当金 △3,307 △1,808

流動資産合計 1,781,532 2,027,838

固定資産

有形固定資産

建物 4,700,896 4,702,176

減価償却累計額 △1,714,920 △1,788,383

建物（純額） 2,985,976 2,913,793

土地 2,512,186 2,512,186

その他 1,166,613 1,155,055

減価償却累計額 △949,386 △954,386

その他（純額） 217,226 200,668

有形固定資産合計 5,715,389 5,626,647

無形固定資産 53,008 46,137

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,202,380 2,207,016

その他 190,150 175,800

貸倒引当金 △32,287 △28,695

投資その他の資産合計 2,360,243 2,354,122

固定資産合計 8,128,641 8,026,907

繰延資産 9,765 2,328

資産合計 9,919,938 10,057,074

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 561,176 571,480

1年内返済予定の長期借入金 52,210 32,040

未払法人税等 21,497 17,255

賞与引当金 6,700 5,680

ポイント引当金 17,623 14,642

転貸損失引当金 20,400 20,400

訴訟損失引当金 3,000 3,000

その他 506,449 516,817

流動負債合計 1,189,056 1,181,316

固定負債

長期借入金 5,012,921 5,012,071

長期預り敷金保証金 1,234,402 1,203,195

転貸損失引当金 37,400 27,200

資産除去債務 395,637 400,033

その他 199,828 174,679

固定負債合計 6,880,189 6,817,180

負債合計 8,069,245 7,998,496
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,451,175 1,451,175

資本剰余金 1,611,819 1,611,819

利益剰余金 △1,212,145 △1,004,260

自己株式 △155 △155

株主資本合計 1,850,693 2,058,577

純資産合計 1,850,693 2,058,577

負債純資産合計 9,919,938 10,057,074
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 5,587,419 5,426,697

売上原価 3,819,045 3,741,222

売上総利益 1,768,373 1,685,474

販売費及び一般管理費 ※
 1,725,838

※
 1,602,742

営業利益 42,534 82,731

営業外収益

受取手数料 58,036 59,415

その他 29,845 40,297

営業外収益合計 87,881 99,713

営業外費用

支払利息 60,349 58,265

その他 8,041 9,891

営業外費用合計 68,391 68,156

経常利益 62,025 114,288

特別利益

訴訟損失引当金戻入額 12,242 －

特別利益合計 12,242 －

特別損失

固定資産除却損 40,801 602

減損損失 4,684 823

その他 372 －

特別損失合計 45,859 1,425

税金等調整前四半期純利益 28,408 112,862

法人税、住民税及び事業税 5,889 9,707

過年度法人税等戻入額 － △3,454

法人税等調整額 △1,094 △101,275

法人税等合計 4,794 △95,021

少数株主損益調整前四半期純利益 23,613 207,884

四半期純利益 23,613 207,884
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 23,613 207,884

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 23,613 207,884

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23,613 207,884

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24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 28,408 112,862

減価償却費 114,531 102,529

減損損失 4,684 823

貸倒引当金の増減額（△は減少） △279 △1,738

受取利息及び受取配当金 △2,006 △2,364

支払利息 60,349 58,265

売上債権の増減額（△は増加） 26,199 26,878

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,499 △93,305

仕入債務の増減額（△は減少） 98,496 10,304

賞与引当金の増減額（△は減少） △890 △1,020

ポイント引当金の増減額（△は減少） △2,483 △2,981

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △19,000 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △1,200 －

転貸損失引当金の増減額（△は減少） △10,200 △10,200

リース資産減損勘定取崩額 △13,905 △8,395

固定資産除売却損益（△は益） 40,801 602

未払消費税等の増減額（△は減少） △51,707 △8,195

営業保証金の増減額（△は増加） △53,267 △32,663

その他 △70,447 △12,543

小計 31,585 138,858

利息及び配当金の受取額 2,120 2,364

利息の支払額 △59,803 △58,382

法人税等の支払額 △2,196 △9,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,293 73,191

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 △28,487 △4,230

賃貸資産売却に伴う原価振替額 471 －

無形固定資産の取得による支出 △29,549 △2,505

敷金及び保証金の差入による支出 △45,629 △1,501

敷金及び保証金の回収による収入 46,357 29,529

預り保証金の返還による支出 △36,917 △33,592

長期貸付金の回収による収入 10,934 10,584

その他 △1,214 △2,469

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,037 △4,184

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 5,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,263 △21,020

財務活動によるキャッシュ・フロー 737 △21,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111,593 47,986

現金及び現金同等物の期首残高 510,892 560,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 399,298

※
 608,054
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽

微であります。

 

【追加情報】

（表示方法の変更）

　従来、不動産賃貸収入、不動産賃貸原価については「営業外収益」、「販売費及び一般管理費」及び「営業外費

用」に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より「売上高」、「売上原価」に計上する方法に変更いた

しました。

　この変更は、既存の店舗施設の有効活用の重要性が増してきたことに伴い、これらを自動車用品販売部門の拠点と

してのみならず、その他のテナントへの賃貸も含めた複合施設として位置づけ活用するという事業方針の変更に基

づき、不動産部門を含めた店舗ごとの収益性をより詳細にマネジメントし、その実態をより適切に表示するために

行ったものであります。

　この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っており

ます。この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「付随業収入」に

表示していた358,007千円は「売上高」に、「販売費及び一般管理費」に表示していた1,828千円及び「営業外費

用」の「付随業原価」に表示していた285,241千円は「売上原価」に組替えております。

　

　前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました

「営業保証金の増減額（△は増加）」は、当第２四半期連結累計期間では重要性が増したため、独立掲記すること

としました。この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを

行っております。

　この結果、前第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにおいて、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に表示していた△123,714千円は、「営業保証金の増減額（△は増加）」△53,267千円、「その

他」△70,447千円として組替えております。
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※　　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。

　
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

従業員給料及び手当 643,940千円 637,224千円

ポイント引当金繰入額 11,064 8,673

賃借料 356,828 331,291

 

　従来、不動産賃貸収入、不動産賃貸原価については「営業外収益」、「販売費及び一般管理費」及び「営業外費用」に計

上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より「売上高」、「売上原価」に計上する方法に変更いたしました。

　この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の従業員給料及び手

当に含めていた1,828千円を売上原価へ組替え後の金額で記載しております。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 399,298千円 608,054千円

現金及び現金同等物 399,298 608,054

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年９月30日）

　当連結グループは自動車用品販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）

　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

　従来、当社グループは報告セグメントを「自動車用品販売事業」としておりましたが、第１四半期連結会計

期間より、「自動車用品販売等事業」に名称を変更しております。この変更は、既存の店舗施設の有効活用の

重要性が増してきたことに伴い、これらを自動車用品販売部門の拠点としてのみならず、その他のテナント

への賃貸も含めた複合施設として位置づけ活用するという事業方針の変更に基づき、不動産部門を含めた店

舗ごとの収益性をより詳細にマネジメントし、その実態をより適切に表示するために行ったものでありま

す。

　なお、当社グループは店舗ごとを基礎とした「自動車用品販売等事業」の単一セグメントであるため記載

を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、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23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1円76銭 14円39銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 23,613 207,884

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金額（千円） 23,613 207,884

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,450 14,450

 (注）　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。

　

（重要な後発事象）

  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24年11月7日

株式会社オートウェーブ

取締役会　御中

清和監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 川田　増三　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 藤本　亮　　　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24年４月１日から平成25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24年７月１日

から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論

　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24年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四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。
　
その他の事項

　会社の平成24年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に

係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監

査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成23年11月14日付けで無限定の結論を表明して

おり、また、当該連結財務諸表に対して平成24年６月19日付けで無限定適正意見を表明している。
　
利害関係

　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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