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上場会社名 シグマ・ゲイン株式会社 上場取引所 大
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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 　氏名　岩本　信徹

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長　氏名　平泉　永幸 ＴＥＬ　　（０３）５７７５－７５００

決算取締役会開催日 平成18年１月27日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成―年―月―日 定時株主総会開催日 平成18年２月24日

単元株制度採用の有無 有（１単元　1000株）

１．平成17年11月期の業績（平成17年４月１日～平成17年11月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月期 3,351 ― 42 ― 24 ―

17年３月期 10,895 0.0 △676 0.0 △565 0.0

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年11月期 △2,090 ― △29 99 ― ― △61.0 0.3 0.7

17年３月期 △229 0.0 △8 98 ― ― △112.1 △8.7 △5.2

（注）①期中平均株式数 17年11月期 69,718,255株 17年３月期 25,530,349株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

④平成17年９月９日開催の臨時株主総会の決議により、決算期を従来の３月末日から11月末日に変更いたしました。
従いまして、当期は平成17年４月１日から平成17年11月30日の８ヶ月決算となっておりますので、前期との比較
は行っておりません。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年11月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月期 13,384 6,769 50.6 65 99

17年３月期 5,805 84 1.4 3 30

（注）①期末発行済株式数 17年11月期 102,575,627株 17年３月期 25,524,530株

②期末自己株式数 17年11月期 58,798株 17年３月期 37,776株

２．平成18年11月期の業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 5,400 730 725 ― ― 　― 　―

通　期 8,700 1,650 1,645 　― ― ― ― ―

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14円33銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第58期

（平成17年３月31日）
第59期

（平成17年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   864,042   5,905,626   

２　売掛金   107,834   10,609   

３　営業投資有価証券   ―   22,413   

４　販売用不動産 ※１  ―   2,957,085   

５　商品 ※１  875,773   ―   

６　前渡金   4,800   37,850   

７　前払費用   60,609   27,058   

８　未収入金   5,083   25,895   

９　預け金   32,917   66,587   

10　短期貸付金   ―   1,197,900   

11　買取債権   ―   438,000   

12　その他   ―   5,624   

13　貸倒引当金   △204   △3,276   

流動資産合計   1,950,856 33.6  10,691,376 79.9 8,740,519

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物
※１
※７

1,652,758   2,368,934    

減価償却累計額及
び減損損失累計額

 1,048,782 603,976  1,927,943 440,991   

２　構築物 ※７ 58,249   118,567    

減価償却累計額及
び減損損失累計額

 30,597 27,651  93,998 24,568   

３　機械及び装置 ※７ ―   55,911    

減価償却累計額及
び減損損失累計額

 ― ―  51,712 4,198   

４　車両運搬具  2,002   ―    

減価償却累計額  1,902 100  ― ―   

５　器具及び備品 ※７ 175,567   6,152    

減価償却累計額及
び減損損失累計額

 92,199 83,367  3,577 2,575   

６　土地
※１
※２
※７

 476,471   554,320   

有形固定資産合計   1,191,566 20.5  1,026,654 7.7 △164,912
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第58期

（平成17年３月31日）
第59期

（平成17年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１　ソフトウェア   34,138   ―   

２　電話加入権   930   237   

無形固定資産合計   35,068 0.6  237 0.0 △34,831

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   270   270   

２　関係会社株式 ※１  ―   1,000,000   

３　長期貸付金   368,205   326,355   

４　役員及び従業員長
期貸付金

  15,697   1,698   

５　破産更生債権等   ―   35,540   

６　長期前払費用   2,929   689   

７　差入保証金 ※１  1,070,271   335,096   

８　賃貸不動産
※１
※７

1,880,951   ―    

減価償却累計額  681,968 1,198,983  ― ―   

９　その他   6,942   3,700   

10　貸倒引当金   △34,810   △36,630   

投資その他の資産合
計

  2,628,488 45.3  1,666,718 12.4 △961,770

固定資産合計   3,855,124 66.4  2,693,610 20.1 △1,161,513

資産合計   5,805,980 100.0  13,384,986 100.0 7,579,006
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第58期

（平成17年３月31日）
第59期

（平成17年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   545,524   164,490   

２　短期借入金 ※１  2,094,101   2,498,000   

３　一年以内返済予定の
長期借入金

※１  20,000   20,000   

４　一年以内償還予定の
転換社債

※１  ―   1,250,000   

５　未払金   381,545   368,085   

６　未払法人税等   21,478   13,732   

７　未払消費税等   32,386   6,711   

８　未払費用 ※１  92,727   5,498   

９　前受金   16,075   1,678,500   

10　預り金   17,790   808   

11　前受収益   ―   12,814   

12　ポイント割引引当金   92,439   ―   

13　その他   5,341   ―   

流動負債合計   3,319,409 57.2  6,018,640 45.0 2,699,231

Ⅱ　固定負債         

１　転換社債 ※１  1,800,000   ―   

２　再評価に係る繰延税
金負債

※２  65,824   16,595   

３　長期未払金 ※１  190,994   112,069   

４　預り保証金   124,475   81,755   

５　退職給付引当金   221,114   ―   

６　賃借契約損失引当金   ―   334,104   

７　その他   ―   52,800   

固定負債合計   2,402,407 41.4  597,324 4.4 △1,805,083

負債合計   5,721,817 98.6  6,615,965 49.4 894,148
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第58期

（平成17年３月31日）
第59期

（平成17年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  2,646,356 45.6  7,043,034 52.6 4,396,678

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金   49,122   4,436,152  4,387,029

資本剰余金合計   49,122 0.8  4,436,152 33.2 4,387,029

Ⅲ　利益剰余金         

当期未処理損失   1,249,768   4,723,835  3,474,066

利益剰余金合計   △1,249,768 △21.5  △4,723,835 △35.3 △3,474,066

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２  △1,359,030 △23.4  24,189 0.2 1,383,219

Ⅴ　自己株式 ※４  △2,517 △0.0  △10,520 △0.1 △8,003

資本合計   84,162 1.4  6,769,020 50.6 6,684,857

負債・資本合計   5,805,980 100.0  13,384,986 100.0 7,579,006
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(2）損益計算書

  
第58期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

(1) 投資事業売上高  ―   1,666,028   ―

(2) 不動産事業売上高  ―   58,424   ―

(3) 経営戦略支援事業売上高  ―   6,300   ―

(4) 小売事業売上高  10,895,799 10,895,799 100.0 1,620,925 3,351,678 100.0 ―

Ⅱ　売上原価         

(1) 投資事業売上原価  ―   1,340,285   ―

(2) 不動産事業売上原価  ―   29,773   ―

(3) 小売事業売上原価        ―

１　商品期首棚卸高  1,526,948   875,773   ―

２　当期商品仕入高  8,556,314   1,272,126   ―

合計  10,083,263   2,147,900   ―

３　商品期末棚卸高  875,773   ― ―  ―

４　他勘定振替高  ※５ ―   782,824 ―  ―

  9,207,489 9,207,489 84.5 1,365,075 2,735,133 81.6 ―

売上総利益   1,688,309 15.5  616,545 18.4 ―

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,364,474 21.7  573,718 17.1 ―

営業利益又は
営業損失（△）

  △676,164 △6.2  42,826 1.3 ―

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  5,340   25,108   ―

２　受取配当金  717   ―   ―

３　仕入割引  158,222   32,017   ―

４　賃貸収入  96,150   21,695   ―

５　雑収入  36,391 296,822 2.7 7,530 86,351 2.5 ―

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  72,157   29,598   ―

２　社債利息  14,439   6,663   ―

３　賃貸原価  64,236   20,507   ―

４　新株発行費  ―   42,656   ―

４　閉店店舗損失  19,307   ―   ―

５　雑損失  16,284 186,426 1.7 4,876 104,303 3.1 ―

経常利益又は
経常損失（△）

  △565,768 △5.2  24,875 0.7 ―
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第58期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１　ポイント割引引当金戻
入益

 15,759   ―   ―

２　投資有価証券売却益  8,691   ―   ―

３　固定資産売却益 ※２ 663,450 687,900 6.3 ― ― ― ―

         

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※３ 101,485   ―   ―

２　固定資産除却損 ※４ 101,854   2,047   ―

３　減損損失 ※５ ―   1,256,499   ―

４　営業譲渡損失  ―   304,342   ―

６　賃借契約損失引当金繰
入

 ―   334,104   ―

７　賃借契約中途解約損  3,804   ―   ―

８　投資有価証券売却損  951   ―   ―

９　貸倒引当金繰入額  32,850   ―   ―

10　特別退職金  3,075   ―   ―

11　電話加入権評価損  18,362   ―   ―

12　不動産売買契約違約損  10,700   ―   ―

13　リース料一括処理費用  112,438   27,892   ―

14　業務委託費用  10,000   ―   ―

15　その他  ― 395,523 3.6 237,972 2,162,858 64.5 ―

税引前当期純損失   273,390 △2.5  2,137,983 △63.8 ―

法人税・住民税及び事
業税

 10,264   3,432   ―

過年度法人税等還付額  ―   △1,340   ―

法人税等調整額  △54,337 △44,073 △0.4 △49,228 △47,136 △1.4 ―

当期純損失   229,317 △2.1  2,090,846 △62.4 ―

前期繰越損失   1,030,581   1,249,768  ―

土地再評価差額金取崩
額

  10,129   1,383,219  ―

当期未処理損失   1,249,768   4,723,835  ―

         

（注）当事業年度から決算日を３月31日から11月30日に変更したため、当事業年度は平成17年４月１日から平成17年11月

30日までの８ヶ月となりましたので、損益計算書に関する前期比較増減の記載を省略しております。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

  
第58期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１　税引前当期純損失  △273,390

２　減価償却費  191,857

３　ポイント割引引当金の増
減額

 △11,669

４　貸倒引当金の増減額  34,015

５　退職給付引当金の増減額  △202,972

６　受取利息及び受取配当金  △6,058

７　支払利息  86,597

８　電話加入権評価損  18,362

９　投資有価証券売却益  △8,691

10　投資有価証券売却損  951

11　固定資産売却益  △663,450

12　固定資産売却損  101,485

13　固定資産除却損  101,854

14　売上債権の増減額  53,964

15　たな卸資産の増減額  651,174

16　営業保証金の増減額  18,911

17　その他資産の増減額  69,491

18　仕入債務の増減額  △245,899

19　その他負債の増減額  282,955

20　預り保証金の増減額  △84,240

21　未払消費税等の増減額  △3,339

小計  111,910

22　受取利息及び配当金受取
額

 6,358

23　利息支払額  △76,797

24　法人税等の支払額  △9,804

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 31,666
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第58期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１　投資有価証券の売却によ
る収入

 47,205

２　有形固定資産の取得によ
る支出

 △154,684

３　有形固定資産の売却によ
る収入

 1,106,010

４　無形固定資産の取得によ
る支出

 △300

５　長期貸付金の回収による
収入

 27,900

６　差入保証金の差入による
支出

 △19,207

７　差入保証金の戻入による
収入

 52,757

８　出資金の回収による収入  100

９　賃貸不動産の売却による
収入

 505,036

10　その他投資活動による支
出

 △3,420

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,561,396

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１　短期借入金の純増額  △614,398

２　長期借入金の返済による
支出

 △187,720

３　自己株式の取得による支
出

 △583

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △802,701

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

 790,360

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 73,681

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 864,042
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(4）損失処理案

  
第58期

株主総会承認日
（平成17年６月29日）

第59期
株主総会承認日

（平成18年２月24日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   1,249,768  4,723,835 △3,474,066

Ⅱ　損失処理額       

資本準備金取崩額  ― ― 4,436,152 4,436,152 4,436,152

Ⅲ　次期繰越損失   1,249,768  287,683 962,085
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

　当社は平成10年３月期以降、連続して営業損失を計上し

ており、前期においては473,277千円、当期においても

676,164千円の営業損失を計上し、当期純損失が229,317千

円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前期は17,213千

円のプラス、当期は不採算店舗の閉鎖による在庫の圧縮等

により、31,666千円のプラスとなりましたが、当期末にお

いて借入金が2,114,101千円、転換社債が、1,800,000千円

あり、営業活動によるキャッシュ・フローに比べ依然とし

て過大な状況にあります。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しています。

　こうした状況の中で、当社は、不採算店舗の閉鎖および

人員の削減による業務の縮小均衡を図るとともに、閉鎖店

舗を含めた自社所有物件の売却による借入金の返済を行っ

てまいりましたが、抜本的な再建策として、以下のとおり、

第三者割当増資による財務体質の強化ならびに既存事業か

らの撤退（営業の譲渡）と新規事業分野への進出を柱とし

た再生計画を策定し、具体的手続を進めております。

　資金面におきましては、平成17年５月27日開催の取締役

会においてKIWAMI１号投資事業組合およびKIWAMI２号投資

事業組合割当先とする、総額3,202百万円の第三者割当増

資を実施することを決議し、平成17年６月22日に払込が完

了いたしました。

　既存の転換社債につきましては、CRAFT HOLDING(S）PTE 

LTDの保有する500百万円のうち150百万円は平成17年４月

28日に株式転換されており、また株式会社キョウデンが保

有する1,300百万円のうち900百万円は、平成17年６月22日

にKIWAMI１号投資事業組合に譲渡されることが平成17年５

月20日に両者間で契約されております。

　残りの750百万円を含めて平成18年９月６日の償還期限

までには、全て株式転換が行われるものと考えております。

　また既存の借入金につきましては、現在平成17年９月30

日まで返済の猶予を受けておりますが、引き続き不動産の

売却による返済に努めるとともに猶予期間経過後は、約定

による分割弁済とすることの交渉を行なってまいります。

　―――――――――
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第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

　営業面におきましては、平成17年５月27日開催の取締役

会において、既存のナカヌキヤ事業（営業店８店舗）を平

成17年７月１日付で、株式会社エスケイジャパンの100％

子会社に営業譲渡し、残る１店舗は閉鎖することを決議い

たしました。（営業譲渡に伴う損失は500百万円から600百

万円となる見込みであります）

　今後の事業展開につきましては、宮城県内で７店舗の食

品スーパーを展開中の、株式会社サンマリの全株式を平

成17年７月１日付で取得して子会社化することを平成17年

５月27日開催の取締役会において、決議いたしました。

（平成17年３月期の同社の売上高は4,226百万円となって

おります）

　また、平成17年６月15日開催の臨時株主総会において株

式会社キョウデンおよび第三者割当増資の割当先からの候

補者を取締役として選任し、経営体制を刷新するとともに

この第三者割当増資による資金をもとに新規事業に進出い

たします。

　主要な事業は、収益物件不動産の買取および販売等の不

動産事業、Ｍ＆Ａ仲介業等の金融ビジネスおよび各種経営

コンサルティング業務でありますが、新任取締役をはじめ

として当該事業分野に実績のある人材の新規加入が確定し

ております。

　平成18年３月期においては、売上高は、当期に比して大

幅に減少いたしますが、赤字事業の切り離しの結果、損益

面では経常段階での黒字化を見込んでおります。

　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反映しておりません。
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重要な会計方針

第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1)   　  ―――――――――

 

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

　総平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

(2) その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のないもの

総平均法による原価法

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

なお、小額の家電商品の一部については最終仕入原価

法、ゲーム、ＣＤソフト等の一部については移動平均

法による原価法を採用しております。

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産については、個別法による原価法によっ

ております。

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降の新規取得建物（建

物附属設備を除く）については定額法によっており

ます。

なお、事業用定期借地権契約による借地上の建物に

ついては、事業用定期借地権の貸借期間を耐用年数

として採用しております。

また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

建物 ３～34年

器具備品 ３～20年

 

(2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

(2)   　  ―――――――――

(3）賃貸不動産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降の新規取得建物（建

物附属設備を除く）については定額法によっており

ます。

なお、事業用定期借地権契約による借地上の建物に

ついては、事業用定期借地権の貸借期間を耐用年数

として採用しております。

(3)   　  ―――――――――

４　繰延資産の処理方法

 　　　　―――――――――

４　繰延資産の処理方法

新株発行費は、支出時に全額費用として処理しており

ます。
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第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）ポイント割引引当金

各店舗におけるポイントの使用による売上値引に備

えるため、将来使用されると見込まれる金額を使用

実績率に基づき計上しております。

(2)   　  ―――――――――

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務に基づき、当期末において発生している

と認められる額を計上しております。

なお、当社は平成16年４月16日開催の取締役会にお

いて適格年金制度を廃止し、現在の年金受給者への

給付のみを委託する閉鎖型年金契約および退職一時

金制度への移行を決議し、平成16年10月５日付で閉

鎖型年金契約への変更手続を終了いたしました。

(3)   　  ―――――――――

(4)   　  ――――――――― (4) 賃借契約損失引当金

閉店済みの店舗等に係る不動産の賃借契約について

予測される損失の発生に備えるため、将来負担する

と見込まれる支払賃料等の金額を見積もり計上して

おります。

６　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、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お

ります。

６　リース取引の処理方法

同左

７　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

７　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

――――――

８　その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

８　その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採

用しております。

(2)   　  ――――――――― (2) 投資事業組合等への出資金の会計処理

投資事業組合等への出資金に係る会計処理は、組合

等の事業年度の財務諸表に基づいて、組合等の資

産・負債・収益・費用を当社の出資持分割合に応じ

て計上しております。また、出資金払込後、当社の

決算日までに、財務諸表が作成されていない投資事

業組合等への出資金については、流動資産の「営業

投資有価証券」に計上しております。
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　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

 ―――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純損失は、1,256,499千円増加して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき、減価償却累計額に合算して減価償却累計額

の科目をもって掲記しております。

追加情報

第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

「賃料減額確認等請求」の訴訟（旧ナカヌキヤ４丁目店

（大阪市浪速区日本橋４丁目））について

　旧ナカヌキヤ４丁目店の賃料減額確認等請求の訴訟につ

きましては、平成16年７月８日に再度「賃料減額確認等請

求」の訴訟を提起いたしました。平成17年３月31日に、当

社の要求が一部認められ、賃料は4,529千円（月額）から

3,750千円（月額）に減額、その差額は平成16年５月31日

に遡って返還される判決がありました。

　しかし、その判決に対し相手方が、平成17年４月８日に

控訴しましたので、当社も附帯控訴しました。１年以内に

は控訴審の判決がでる予定であります。

―――――――――

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日企業会計基準委員会　実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上しております。この

結果、販売費及び一般管理費が11,260千円増加し、営業損

失、経常損失及び税引前当期純損失が、11,260千円増加し

ております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第58期
（平成17年３月31日）

第59期
（平成17年11月30日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

商品 601,534千円

建物 329,396千円

土地 476,471千円

店舗差入保証金 641,564千円

賃貸不動産 665,332千円

合計 2,714,299千円

販売用不動産 1,335,919千円

建物 105,237千円

土地 478,825千円

長期貸付金 139,500千円

差入保証金 249,226千円

関係会社株式 700,000千円

合計 3,008,709千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 2,094,101千円

一年以内返済予定の長期

借入金
20,000千円

転換社債 1,800,000千円

未払費用 88,020千円

長期未払金 103,932千円

合計 4,106,054千円

短期借入金 2,498,000千円

一年以内返済予定の長期

借入金
20,000千円

一年以内償還予定の転換

社債

350,000千円

合計 2,868,000千円

※２　土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日公布法律第19号）及び「土地

の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律

第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該

再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再

評価差額金」として資本の部に計上しております。

※２　土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日公布法律第19号）及び「土地

の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律

第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該

再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再

評価差額金」として資本の部に計上しております。

(1）再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路

線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づき、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出しております。

(1）再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路

線価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づき、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出しております。

(2）再評価を行った年月日　　　平成14年３月20日 (2）再評価を行った年月日　　　平成14年３月20日

(3）再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額

△423,066千円

(3）　　　―――――――――

※３　授権株式数 普通株式 70,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 25,562,306株

※３　授権株式数 普通株式 300,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 102,634,425株

※４　自己株式の保有数 普通株式 37,776株 ※４　自己株式の保有数 普通株式 58,798株
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第58期
（平成17年３月31日）

第59期
（平成17年11月30日）

　５　平成14年６月18日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。

　５　　　　　　―――――――――

利益準備金 115,931千円

資本準備金 2,954,432千円

　平成14年12月20日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。

資本準備金 17,282千円

　６　資本の欠損

　資本の欠損の額は、1,252,286千円であります。

　６　資本の欠損

　資本の欠損の額は、4,734,355千円であります。

　７　　　　　　――――――――― ※７　当事業年度において事業目的を変更し、不動産事業

を主たる事業の一つと位置づけたことに伴い、前期ま

で「投資その他の資産」の「賃貸不動産」として表示

していた不動産（当事業年度末　1,018,138千円、前

事業年度末　1,198,983千円）は、当事業年度より「有

形固定資産」の「建物」、「構築物」、「機械及び装

置」及び「土地」として表示しております。

（損益計算書関係）

第58期
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 272,924千円

物流費 69,902千円

役員報酬 30,101千円

給料手当 744,012千円

退職給付費用 90,432千円

手数料 137,610千円

水道光熱費 107,531千円

地代家賃 558,792千円

減価償却費 140,045千円

広告宣伝費 25,968千円

物流費 10,377千円

役員報酬 18,343千円

給料手当 134,035千円

退職給付費用 22,938千円

法定福利費 19,155千円

手数料 82,412千円

水道光熱費 18,094千円

地代家賃 125,099千円

租税公課 33,529千円

減価償却費 13,513千円

貸倒引当金繰入額 4,892千円

おおよその割合 おおよその割合

販売費 89.0％

一般管理費 11.0％

販売費 64.9％

一般管理費 35.1％

※２　固定資産売却益663,450千円は京都寺町店、豊中店

及び賃貸不動産の土地、建物の売却によるものであり

ます。

※２　　　　　　　―――――――――

※３　固定資産売却損101,485千円は交野店及び遊休土地

の売却によるものであります。

※３　　　　　　　―――――――――

※４　固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物 49,472千円

器具備品 19,014千円

建物等除却費用 6,052千円

賃貸不動産 25,712千円

建物 1,521千円

車両運搬具 62千円

器具備品 463千円

※５　　　　　　―――――――――― ※５　他勘定振替高は営業譲渡損失への振替高であります。
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第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

※５　　　　　　　 ―――――― ※５　減損損失

　当事業年度において当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

 場所 用途 種類 減損損失

（千円）

大阪府

大阪市

店舗及び

賃貸不動

産 

 土地

建物・構築物

器具備品他

ソフトウェア

221,864

170,273

24,195

14,887

大阪府

東大阪市

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

94,941

4,448

大阪府

泉南市

賃貸不動

産 

建物・構築物 237,410

奈良県

磯城郡

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

184,602

49,350

三重県

名張市

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

80,457

40,889

愛知県

春日井市

遊休不動

産 

土地 88,700

その他

６市町村

店舗 建物・構築物

器具備品

29,789

14,690

 合計

 

 土地

 建物・構築物

 器具備品他

 ソフトウェア

670,564

532,161

38,886

14,887

当社は、店舗、賃貸不動産等の物件単位で資産グ

ループを決定しております。

当社は、家庭電化商品を中心とした小売業から金

融・不動産業へと業態を転換するにあたり、従来の

店舗設備については営業譲渡及び閉店により全て廃

止いたしました。これに伴い発生する損失を当期首

の時点において固定資産の減損損失として認識し、

特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額及び使用価値

により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士

による鑑定評価額に基づき算定し、使用価値は当社

の資本コストである6.83％で現在価値に割り引いて

算定しております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第58期
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成17年３月31日）

現金及び預金勘定 864,042千円

現金及び現金同等物 864,042千円
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①　リース取引

第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

器具及び

備品
164,313 62,277 102,036

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 29,165千円

１年超 72,870千円

合計 102,036千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 60,528千円

減価償却費相当額 60,528千円

④　減価償却費相当額の算出方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 55,362千円

１年超 120,711千円

合計 176,073千円
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②　有価証券

　当事業年度に係る「有価証券関係（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く。）」は、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

１　当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計（千円）

47,205 8,691

２　時価評価されていない有価証券（平成17年３月31日現在）

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 270

　なお、子会社株式及び関連会社株式はありません。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成17年11月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

③　デリバティブ取引

　当事業年度に係るデリバティブ取引関係の注記は、連結財務諸表を作成しているため、省略しております。

第58期
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので

該当事項はありません。
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④　退職給付

　当事業年度に係る退職給付関係の注記は、連結財務諸表を作成しているため、省略しております。

第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１　採用している退職給付制度

当社は、退職一時金制度及び総合設立型厚生年金基金

制度を設けております。

また、従業員の退職に際して特別退職金を支払う場合

があります。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △221,114千円

②　年金資産 ―千円

③　未積立退職給付債務　①＋② △221,114千円

④　退職給付引当金 △221,114千円

（注）１　退職給付債務は、簡便法（自己都合要支給額）

により算定しております。

２　上記には総合設立型厚生年金基金制度（西日本

電機販売厚生年金基金）に係るものは含まれて

おりません。

なお、当該制度に係る年金資産の額は、468,207

千円であります。

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用（90,432千円）には、西日本電機販売厚生年

金基金に対する拠出額を含んでおります。
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⑤　税効果会計

第58期
（平成17年３月31日）

第59期
（平成17年11月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

ポイント割引引当金繰入額 36,975千円

たな卸資産評価損 17,373千円

退職給付引当金繰入 88,445千円

前払保険料 23,589千円

ゴルフ会員権評価損否認額 13,880千円

繰越欠損金 1,628,052千円

その他 81,813千円

小計 1,890,130千円

評価性引当額 1,890,130千円

繰延税金資産の合計 ―千円

減価償却超過額 479,378千円

賃借契約損失引当金否認額 136,007千円

ゴルフ会員権評価損否認額 14,119千円

繰越欠損金 2,061,676千円

その他 71,402千円

小計 2,762,585千円

評価性引当額 2,762,585千円

繰延税金資産の合計 ―千円

２　再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の

内訳

２　再評価に係る繰延税金負債の発生の内訳

（繰延税金資産） （繰延税金負債）

土地再評価差額金 583,106千円

小計 583,106千円

評価性引当額 583,106千円

繰延税金資産の合計 ―千円

土地再評価差額金 16,595千円

（繰延税金負債）

土地再評価差額金 65,824千円

再評価に係る

繰延税金負債の純額
65,824千円

３　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の主要な項目別の内訳

税引前当期純損失のため記載しておりません。

３　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の主要な項目別の内訳

税引前当期純損失のため記載しておりません。

⑥　持分法損益等

　当事業年度に係る持分法損益等の注記は、連結財務諸表を作成しているため、省略しております。

第58期
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

当事業年度に係る関連当事者との取引は、連結財務諸表を作成しているため、省略しております。

第58期（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員所有の

会社

㈱クラフ

ト

横浜市

金沢区
68,000

経営コン

サルティ

ング業等

―
役員

１名

資金の

援助

金銭の借入 ―
短期借入

金
133,000

利息の支払 2,002 支払利息 ―

利息の未払 1,077 未払金 1,077

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金の金利は市場金利を勘案して、決定しております。

（１株当たり情報）

第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１株当たり純資産額 3円30銭

１株当たり当期純損失 8円98銭

１株当たり純資産額 65円99銭

１株当たり当期純損失 29円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失が計上されているため記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

１株当たりの当期純損失の算定上の基礎 １株当たりの当期純損失の算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失 229,317千円

普通株式に係る当期純損失 229,317千円

損益計算書上の当期純損失 2,090,846千円

普通株式に係る当期純損失 2,090,846千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 25,530,349株 普通株式の期中平均株式数 69,718,255株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失の算定に含まれなかった潜在株式の概要

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失の算定に含まれなかった潜在株式の概要

①転換社債

第２回無担保転換社債（額面金額50百万円）

①転換社債

第２回無担保転換社債（額面金額50百万円）

②新株予約権

株主総会の特別決議日

平成14年12月20日（新株予約権900個）

②新株予約権

株主総会の特別決議日

平成14年12月20日（新株予約権35個）

株主総会の特別決議日

平成17年６月29日（新株予約権200個）
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（重要な後発事象）

第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１．第三者割当による新株式の発行

当社は平成17年５月27日開催の取締役会において、第

三者割当による新株式の発行を決議し、平成17年６

月22日に払込が完了いたしました。

新株式発行の概要

(1）発行新株式数　　　　普通株式　51,660,000株

(2）発行価額　　　　　　１株につき　金62円

(3）発行価額の総額　　　3,202,920,000円

(4）資本組入額　　　　　１株につき　金31円

(5）申込期間　　　　　　平成17年６月22日（水）

(6）払込期日　　　　　　平成17年６月22日（水）

(7）割当先及び割当株式数

KIWAMI１号投資事業組合　　12,910,000株

KIWAMI２号投資事業組合　　38,750,000株

(8）上記の各号については、平成17年６月15日開催予

定の臨時株主総会における授権資本枠変更のため

の定款変更決議および証券取引法による届出の効

力発生を条件とする。

(9）増資の理由

資本の増強および新規事業用資金の確保

２．営業の一部譲渡

当社は平成17年５月27日開催の取締役会において、既

存のナカヌキヤ事業（営業店９店舗のうち８店舗）を

営業譲渡する決議をいたしました。

営業譲渡の概要

(1）譲渡日　　平成17年７月１日

(2）譲渡内容

対象事業の営業の一部及びこれに関連する資産及

び負債

(3）譲渡先の概要

①商号　　　　株式会社ナカヌキヤ

（株式会社エスケイジャパンの100％子会社）

②本店所在地　大阪市中央区上町一丁目３番10号

③代表者　　　代表取締役　川上　優

④資本金　　　10百万円

(4）譲渡する営業の規模

平成17年３月期の売上高　　7,252百万円

(5）平成17年６月15日開催予定の臨時株主総会におけ

る特別決議を条件とする。

(6）営業譲渡に伴う損失は500百万円から600百万円と

なる見込みであります。

(7）営業譲渡の理由

経営資源集中のための当該事業からの撤退

――――――――――
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第58期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

３．株式取得による子会社化

当社は平成17年５月27日開催の取締役会において、株

式会社サンマリの全株式を取得し子会社化することを

決議いたしました。

(1）当該会社の概要

①商号　　　　株式会社サンマリ

②代表者　　　代表取締役　薗　陽一

③所在地　　　宮城県仙台市若林区連坊小路103光

産ビル１F

④事業内容　　生鮮を主軸としたスーパーマーケッ

ト

⑤資本の額　　100百万円

⑥発行済株式総数　6,000株

⑦売上高　　　4,226百万円（平成17年３月期）

(2）取得先　　　株式会社クラフト

(3）取得株数　　6,000株（発行済株式総数の100％）

(4）譲受価額　　700百万円

(5）取得年月日　平成17年７月１日

(6）取得の理由

新規事業の展開・キョウデングループとの連携強

化

４．転換社債の株式転換

当社の転換社債権者であるCRAFT HOLDINGS　(S）

PTE LTD　は、保有中の転換社債500百万円のうち150

百万円を平成17年４月28日付で株式に転換いたしまし

た。（転換による新株式の発行数は、2,631,578株で

あります）

 （その他）

「賃料減額確認等請求」の訴訟（旧ナカヌキヤ４丁目店（大阪市浪速区日本橋４丁目））について

　旧ナカヌキヤ４丁目店については賃料減額確認等請求に関して係争中であります。

　平成17年３月31日には、当社の要求が一部認められ、賃料を4,529千円（月額）から3,750千円（月額）に減額し、そ

の差額を平成16年５月31日に溯って返還する旨の判決がありました。

　これに対し、相手方が平成17年４月８日に控訴し、当社も附帯控訴しておりましたが、平成17年12月21日に控訴棄却

となりました。

　本件については、相手方が上告し、裁判が継続する見込みであります。
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６．役員の異動
１．代表者の異動

　該当事項はありません。

２．その他の役員の異動

（平成18年２月24日予定）

新任取締役候補

取締役　渡邊　誠　（現経理部長、株式会社プロスタッフ代表取締役　現任）

取締役　小林　惠智（株式会社インタービジョン代表取締役　現任）

新任取締役候補渡邊　誠は取締役管理本部長に就任する予定であります。

退任予定取締役

取締役　長田　雄次（現投資事業本部長）

取締役　大月　良紀（現不動産事業本部長）

取締役　平泉　永幸（現管理本部長）

取締役長田雄次及び取締役大月良紀は、それぞれ執行役員投資事業本部長及び執行役員不動産事業本部長に就任

する予定であります。

以上
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