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平成18年６月期   中間決算短信（連結） 平成 18 年 ２ 月 27 日 
上 場 会 社 名 株式会社クインランド 上場取引所（所属部） 大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 
コ ー ド 番 号 2 7 3 2 本社所在都道府県   兵庫県 
（ＵＲＬ http://www.quinland.co.jp） 
代 表 者  役職名 代表取締役社長      氏名 吉村 一哉 
問合せ先責任者  役職名 常務取締役経理財務部長   氏名 吾郷 孝一  ＴＥＬ (078)858－5730 
決算取締役会開催日 平成 18 年 ２ 月 27 日 
米国会計基準採用の有無   無 
 
１ 17 年 12 月中間期の連結業績（平成 17 年 ７ 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日） 

(1) 連結経営成績                          （単位:百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

48,151        553.1  

7,373         64.3  

百万円   ％

1,206         88.0 

641          5.6 

百万円   ％

666         26.0  

528        △2.0 

17年６月期 31,535        203.1  2,014         43.9  1,619         27.2  
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

△498           －  

85       △69.0  

円   銭

△3,127       63  

659       56  

円   銭

－       － 

651       81  

17年６月期 561       △21.8  4,104       68  4,002       62  
(注)①持分法投資損益17年12月中間期 △157百万円 16年12月中間期６百万円 17年６月期 △71百万円 

②期中平均株式数(連結)17年12月中間期 159,532株 16年12月中間期 129,431株 17年６月期 129,488株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高，営業利益，経常利益，中間純利益におけるパーセント表示は，対前年中間期増減率 
⑤17年12月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 
 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 
１株当たり株主資

本 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円 

69,738       

13,620       

百万円

15,139      

5,651      

％ 

21.7   

41.5   

円   銭

92,750       24

43,448       47

17年６月期 60,255       9,761      16.2   67,997       25
(注)期末発行済株式数(連結) 17年12月中間期163,229株 16年12月中間期130,078株 17年６月期143,113.28株 
   

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 

営業活動による 

キャッシュ・フ

ロー 

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円 

 1,107       

997    

百万円

△7,341      

△4,371   

百万円 

 6,303 

3,318    

百万円

 9,297 

1,718   

17年６月期 △1,855       △6,490      15,944       9,370      
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 29社 持分法適用非連結子会社数 １社 持分法適用関連会社数 ６社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) ８社   (除外)  ３社  持分法 (新規) ２社  (除外)  ２社 

２ 18年６月期の連結業績予想（平成 17 年 ７ 月 1 日～平成 18 年 ６ 月 30 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円

98,757 

百万円

1,800 

百万円

△585 

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）△3,583円92銭 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確

実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要

因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 



－2－ 

1.企業集団の状況 

当企業集団は当社、子会社３２社（連結子会社２９社、非連結子会社３社）、関連会社６社（持分
法適用会社６社）で構成されております。 
当社グループは、下記の事業部門でDMES事業において事業化、体系化したＩＴによる生産向上ノウ

ハウ軸に事業展開を図っております。なお、当社は平成17年3月1日より事業部門を分社化し、純粋持
株会社に移行しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

㈱ＤＭＥＳ 

㈱ノイマン 

㈱トリプルエス 

㈱ザウスコミュニケーションズ 

㈱わかたけ 

㈱リック 

㈱G―farm

㈱明響社 

㈱アクト 

他２社 

㈱ＴＣＬＡ 

アピス神戸㈱ 

新アレーゼ名古屋㈱ 

㈱サンク 

近鉄モータース㈱ 

㈱ジップ 

㈱ムーブ 

オートキューブ㈱ 

㈱ジーティネット 

㈱シーウエスト 

㈱ティーネット 

Eugene&Company㈱ 

㈱ムーンフェイス 

㈱ACLA 

㈱ 

ク
イ
ン
ラ
ン
ド 

娯楽事業部門 

交通事業部門 

住宅事業部門 

ＤＭＥＳ事業部門 

・ＩＴ技術を駆使したマーケティング戦略の 

企画、構築、運営支援事業 

・ネット広告事業 

・ポータルサイト運営事業 

・輸入車に特化した新車、中古車ｶｰﾃﾞｨｰﾗｰ事業 

・中古車ｶｰﾃﾞｨｰﾗｰＩＴ化支援 

・輸入車オークション事業 

・ゲームソフトの小売、マルチメディア商品の開

発・販売。 

・複合カフェの運営事業 

・住宅プロデュース事業 

金融事業部門 

その他事業 ｸｲﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾋﾟｸｾﾝ有限責任事業組合 

・大学院ｽｸｰﾙ（科学と芸術の融合技術） 

・ｳｴﾌﾞｻｲﾄ制作 

㈱クインランドキャピタル 

・全事業部門に対する金融支援事業 

ネット広告事業部門 

彩都メディアラボ㈱ 教育事業部門 

・臭いセンサー活用事業 

※㈱ｻﾞｳｽは10月1日付で（旧）㈱ザウスコ

ミュニケーションズを吸収し、社名を㈱ザウス

コミュニケーションズとしております。 
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2.経営方針 

 (1) 経営の基本方針 

 当社は以下の「社是」および「経営理念」に基づき事業展開を行っております。 

「社是」 おもしろ楽しく。 

「経営理念」 

【お客様のエージェント】 

『お客様以上にお客様の利益を考え、一度お会いしたお客様とは一生涯のお付き合いを約束する』 

【パッケージング・プロフェッショナル】 

『常に 新の技術・ノウハウ・情報を収集比較検討し、お客様の為の 善のパッケージングを行う』 

【オムニ・パートナーシップ】 

『５つの利害関係者（株主,顧客,取引先,社員,社会）と一体化し、ユートピアランドを創出する』 

【「深化」と「速成」】 

『自らの独自性と優位性を高め続けるために、我々は常に「深化」と「速成」の努力を惜しまない』 

 

 (2) 利益配分に関する基本方針 

 当社は永続的な事業の成長と株主価値の向上につなげるべく、事業の強化並びに将来の事業展開に

向けた必要資金の内部留保の充実に努めることが重要と考えております。その上で利益配分と内部留

保とのバランスを十分考慮しつつ、安定的に業績に応じた配当を実施していくことを基本方針として

おります。 

 

（3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、投資家による当社株式の長期安定的な株式保有を促進するとともに、投資家層の拡大を図

ることを資本政策上の基本方針としております。 

 

 (4) 目標とする経営指標 

 当社は企業グループ全体として企業価値の向上していくことを目標にしております。経営指標とし

ては今後の恒常的な企業価値を念頭に、ＲＯＥ（株主資本利益率）並びにＥＶＡ（経済付加価値）の

上昇を目指してまいります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社全体の長期的な経営戦略としては、５つ以上の事業分野に展開し経営の柱を確立することにあ

ります。当社の社名であるクインランド（Quinland）は第一に５つの（Quin）ステークホルダーに

とってのユートピアランドたらんとすることでありますが、今ひとつ、５つの事業を展開するという

意味を内包しております。企業の究極の使命は「存続」と「発展」であります。「存続」のためには、

パレート法則（20:80の原則）から 低でも５つの事業が必要であり（５事業×20%=１基幹事業）、

「発展」の為には成長分野に存立する必要があります。成長分野とは常に巨大市場の中や傍に生まれ

てきた歴史を考え合わせると、「5つ以上」の「巨大市場」へ参入することが、真に株主満足を実現

するための「存続」と「発展」を手中にする方針であると考えております。こうした基本方針に則り、

当社は純粋持株会社化を行う一方、「㈱明響社」及び「㈱アクト」に加えまして、「㈱クインランド

キャピタル」を連結子会社とし娯楽事業および金融事業に本格的に参入いたしております。 

今後は、「５大家計消費マーケット」での展開にコアコンピタンスであるDMES事業および金融支援

事業を加え、成長性、新奇性に富んだ新たな事業領域を圧倒的なスピードを持って開拓してまいりま

す。 
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 (6) 会社の対処すべき課題 

・連結子会社の効率的運営 

当社は、平成17年３月1日より持株会社体制に移行しましたので、その主旨に沿って連結子会社の

効率的運営、収益力向上に向けた各種施策を実施してまいります。 

・ＤＭＥＳ事業と他事業との連携強化 

当社が実業を基盤に蓄積し、ＤＭＥＳ事業において事業化、体系化したＩＴによる生産性向上ノ

ウハウを基に、他の事業における業種別汎用パッケージ及び運用型モデルのシステムを開発してま

いります。また、アライアンス各社と資本提携を含めた強力なパートナーシップを構築してまいり

ます。これによって、ＤＭＥＳ事業、他事業、及び提携各社が渾然一体となって圧倒的スピードで

の事業展開をはかり、高成長を維持してまいります。 

・財務体質の強化 

当社は平成14年４月18日の株式上場以来、期間収益の積み上げと平成16年５月21日実施の公募

増資及び平成17年５月25日実施の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債により、財務内容の充

実に努めてまいりました。今後は、業容拡大ならびに新規事業への進出による資金需要の増加に対

応し、投資回収サイクルの短縮および期間収益の継続的拡大によって財務健全性の維持、強化に努

めてまいります。 

・優秀な人材の確保と育成 

業容の拡大・業態の多様化に対応するには、経営者の視点で判断できる人材、当該事業について

深い知識や経験を持つ人材を確保することがキーポイントだと考えています。そのために、子会社

間の人材交流及び独自の社内教育メソッドを実践するとともに、優秀な人材の確保に向けて、企業

としてのブランド力強化にさらに注力してまいります。 

 

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）  

当社では、コンプライアンスを基本とした透明性の高い迅速な意思決定システムの構築並びに経営

環境の変化に迅速且つ弾力的に対応できる組織体制を構築しつつ、企業価値の 大化を図ることが経

営の も重要な課題であり、株主の皆様並びに社会に対する責務であるとし、これを実現するのが、

コーポレート・ガバナンスの強化であると考えております。    

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

 

①意思決定機構 

 委員会等は設置しておりませんが、当社では迅速な意思決定並びに業務責任の明確化を目的として、

執行役員制度を導入し、取締役会がこれを監視することによって公正で効率的な業務執行を行なう体

制としております。また、業務運営の意思決定の迅速化とさらに、経営の透明性の向上と全社的な情

報の共有化を目指し、取締役会（毎月１回開催）および経営会議（毎月１回開催）に加えて、各事業

部門において執行役員会議の定期開催、ＤＭＥＳ事業では全スタッフ参加のスケジュールミーティン

グを定期開催、ＴＣＬＡ事業では店長以上を召集して月２回の店長会議と全店舗営業社員参加のＴＶ

会議による週間レビューを開催しております。 

 

②監査体制の状況 

 当社は、社外監査役２名を含む３名の監査役による監査役会の下、取締役の業務執行を監視すると

ともに、社内の業務活動及び諸制度の監査を担当する内部監査室とも連携し、コンプライアンスの維

持にも注力しております。 

 内部監査室は、各事業部門並びに子会社に対して業務監査、会計監査、経営監査の観点から年度計

画に則した内部監査を定期的に実施し、コンプライアンスとリスクマネジメントの確立に向けた業務

遂行を行っております。 

 また、顧問弁護士、会計監査人には適宜アドバイスを受けコンプライアンスの確保に努めておりま

す。 

  

(8) 関連当事者との関係に関する基本方針 
当社企業グループは、当社、子会社３２社（連結子会社２９社、非連結子会社３社）、関連会社６

社（持分法適用会社６社）で構成されております。 

子会社の経営については、環境の変化に機敏に適応するために、自主独立経営を基本としており、

業績向上に努力しております。 



－5－ 

3.経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

第11期中間連結会計期間(自平成17年７月１日 至平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間における我が国経済は、株式市場が活況を呈したこと、輸出などの外需も堅調に

推移したことに加え、企業収益の改善を背景に、民間設備投資の順調な伸び、雇用及び所得環境の持ち

直し等、デフレ脱却からの追い風が吹き始めましたが、地域間及び業種間での格差は大きく、総じて景

気は穏やかな回復基調を示す程度にとどまりました。 

このような経済環境のもと、当社グループにおいては、昨期中に連結対象子会社化いたしました企業

群の収益化に取り組むとともに、各事業の機能を補完するため、新たに連結対象子会社が増加していま

す。ＤＭＥＳ事業において市場戦略コンサル企業の「㈱トリプルエス」他２社、ＴＣＬＡ事業においては、

輸入車ディーラーである「㈱ＡＣＬＡ」「Eugene&Company㈱」、車情報誌・web広告の「㈱ティーネット」

他1社が新たに連結対象子会社となっています。 

収益面では、ＤＭＥＳ事業において当初計画以上の順調な売上高を獲得することができ、またＴＣＬ

Ａ事業において昨期中にＭ＆Ａした企業の高収益化は着実に進捗しております。 

一方、ＴＣＬＡ事業システム部門において「カーフィー」システムの売上を会計基準の厳格適用を理

由として取り消したこと、及び住まい事業において、不動産仲介ビジネスでの大型案件で値引きが発生

したことから、収益を圧縮することとなりました。 

また、当期には財務体質の健全性の観点から、ＤＭＥＳ事業で売上計上基準を厳格化するとともに、

ソフト開発の計上基準の見直しにより研究開発費が195百万円増加しております。さらに特別損失として

は、自社利用ソフトの資産性見直しに伴い130百万円を計上し、㈱明響社、㈱アクトの合併による子会社

精算に伴う連結調整勘定の一括償却192百万円等を計上いたしております。なお、中間純損失につきまし

ては、連結納税制度を導入していない為、損益通算が行えない結果、実効税率が上昇し、税引前中間純

利益330百万円に対し、法人税等納付額を11億円見込むこととなり、純損失498百万円を計上しておりま

す。 

こうした活動によって、当中間連結会計期間は、売上高48,151,483千円(前年同期比553.1％増)、営業

利益1,206,943千円(同88.0％増)、経常利益666,283千円(同26.0％増)となりました。 

 

各事業の概況は以下の通りです。 

 

「ＤＭＥＳ事業」 

ＤＭＥＳ事業におきましては、昨期に引き続き労働集約型、請負受注型から業績連動報酬型、継続収入

型、物販型のビジネスモデルへの変革に取り組んでおります。既存請負受注型では、リピート顧客から

の大型基幹システムの受注において、その単価の向上が業績に大きく貢献しました。 

一方、継続収入型であるＱＬＥＰ事業では、順調に知名度や広告媒体としての価値を向上させています。

また、当中間期より迅速な全国展開を企図し、ＦＣの開発を開始、今中間期において１６のエリアにお

いてＦＣの獲得をすることができました。さらには、ＱＬＥＰにとどまらず、日本商工会議所との提携

による経営課題解決サイト「チェンバーウェブ」などの新規継続収入型案件も順調に開始しています。 

費用面では、財務の健全性の観点から、自社利用ソフトウェアの資産性を見直し、その一部を一括償却

するとともに、研究開発費が増大しております。 

ＤＭＥＳ事業では、受注単価の向上と原価の削減に努め高収益体質を維持し、また、ソフトウェア資産

を積極的に費用計上することで、将来の収益性を高めてまいります。「ＱＬＥＰ事業」では、ＦＣを引

き続き開拓するとともに、２００６年春には全国で地域版のＱＬＥＰがオープンいたします。また、Ｑ

ＬＥＰ以外の継続収入モデルを積極的に開発することで、ストック型モデルの比重を高めてまいります。 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は3,739,563千円(前年同期比29.5%増)、営業利益は

1,137,518千円(同△19.8％減)となりました。（なお、ＤＭＥＳ事業のうち、ポータルサイトの広告販売

にかかる部分は次項の「ネット広告事業」に分割して表示しています。両事業を合算した結果は、売上

高は4,314,383千円、営業利益は1,583,750千円となりました。） 

 

 

「ネット広告事業」 

 当事業におきましては、ＤＭＥＳ事業におけるポータルサイトにかかる各種広告収入やスポンサー

収入の獲得に成功しています。 

ＤＭＥＳ事業における「Ｑｌｅｐ」の広告枠の販売は、「Ｑｌｅｐ」の地域展開につれてさらに加速す

る見通しです。また、娯楽部門における「Glep」など各事業部で立ち上げるポータルの広告収入を獲得

していく見通しとなっています。 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は574,820千円（前年同期は比較対照部門なし）、営業利

益は446,232千円（前年同期は比較対照部門なし）となりました。 

 

「ＴＣＬＡ事業」 
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ＴＣＬＡ事業におきましては、「輸入車のトータル・カーライフ・エージェント」の名のもと、昨期

には積極的に戦略的Ｍ＆Ａを遂行し、「新車ディーラー」「中古車ディーラー」「物流」「サービスそ

の他」という、およそ輸入車ライフに必要な全てに対応できる体制を構築いたしました。その後、買収

先企業の生産性向上に取り組み、また、グループ間のシナジーを追及すべく各種施策を行っています。 

ディーラー部門では、当中間期において「㈱ＡＣＬＡ（アウディディーラー）」「Eugene&Company㈱

（メルセデスディーラー、韓国）」を新たに連結対象子会社とし、取り扱いブランドの拡充を行いまし

た。また、既に連結化済みの子会社に対しては、高収益化のためのプログラムを開始し、「近鉄モー

タース㈱」での収益体質の確立のように、顕著な成果を挙げることができました。 

中古車部門では、自社ブランドによる輸入中古車ディーラー「オーラッシュ」を運営しておりますが、

当中間期におきましては千葉に１店舗新規出店し、８店舗となりました。「オーラッシュ」は、世界的

な建築家遠藤秀平氏設計の斬新な店舗と、中古車の販売にあたって新車に準じた保証を付して販売する

「アプルーブドカーシステム」の採用を行うことによって、かつてないプレミア輸入中古車ディーラー

としての高付加価値化を実現しています。また、今後の多店舗化に向けた店舗用地開発を行い、すでに

４店舗分の用地を確保しております。 

しかしながら、今中間期業績に計上予定であった「在庫検索システムカーフィー」のシステム売上が、

新しい監査法人の指導によって、システム独特の計上基準に基づき内部取引として処理し直した結果、

連結決算上は相殺取消されることとなり、収益を圧縮することとなりました。 

 今後の対策といたしましては、既存部門とのシナジーが顕著なディーラー部門におきましては、昨期

より連結対象子会社化した輸入車ディーラーの企業再編も含めた経営改革を行い、高収益体質の確立を

はかりたいと考えております。子会社合併などを計画的に行い、本部機能の統合、優秀な人材の共有化

などの効果を目指してまいります。シナジー効果が薄い、または改善効果に時間を要する子会社につい

ては、切り離しも含めた抜本的な組織再編を行ってまいります。 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は18,297,822千円（前年同期比353.8％増）、営業損失

233,173千円(前年同期190,592千円)となりました。 

 

「住宅関連事業」 

住宅関連事業部門においては、収益源の多様化と収益機会の向上のため、既存の住宅プロデュース事

業に加え、土地付き（エステート）住宅プロデュース事業と、その派生ビジネスである不動産仲介にも

事業領域を拡大し、成果を挙げることができました。また、当部門は、当社グループの各企業における

遊休不動産の売却や流動化の役割も担っています。しかしながら、不動産仲介ビジネスでの大型案件で

値引きが発生したことより、営業利益に減額修正が発生しております。 

 住宅プロデュースのフランチャイザー業務を行うパートナー開発部門については、当中間期における

新規パートナーの増加はございません。 

昨期に連結対象子会社化いたしました「㈱わかたけ」も好調であり、業績に貢献いたしました。 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は2,492,887千円（前年同期比3,776.2％増）、営業利益

は146,691千円(前年同期△169,303千円)となりました。 

 

「娯楽事業」 

昨期にゲームソフト専売業界シェアＮｏ．１である「㈱明響社」（JASDAQ：7633）及び同Ｎｏ．２で

ある「㈱アクト」の連結対象子会社化を行いましたが、当中間期では、全国５００店舗以上の販売ネッ

トワークと新規開発したゲームポータルサイトＧＬＥＰにより「クリックアンドモルタル」モデルの推

進に注力しています。小売部門では、ＸＢＯＸ３６０の不振がございましたが、ＮＩＮＴＥＮＤＯ Ｄ

Ｓの流行などによる上ぶれ効果が上回り、計画以上の業績をあげることができました、 

 なお、平成18年2月1日をもって、「㈱明響社」（JASDAQ：7633）と「㈱アクト」は「㈱明響社」を存

続会社として合併し、称号を「㈱ＮＥＳＴＡＧＥ」といたしました。本合併により、バイイングパワー

の増強を理由とした仕入れ原価の削減、本部機能及び流通機能の統合によるコスト削減が実現し、さら

なる利益貢献ができるものと考えております。また、本合併による効果はそれにとどまらず、ロボット

ビジネスへの参入による新たな「娯楽ビジネス」の創出などにも取り組んで参ります。 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は21,079,228千円（前年同期は比較対照部門なし）、営

業利益236,912千円（前年同期は比較対照部門なし）となりました。 

 

「金融事業」 

当中間期においては、グループディーラー向けのオートローンをはじめとするエンドユーザー向けの

ローン、リース、カード事業による収益機会の拡大に努めました。 

また、娯楽部門との協業で、クレジット「ＧＬＥＰカード」の普及に着手いたしました。これにより、

金融部門では手数料収入という新しい収入源を獲得し、娯楽部門においてはユーザーの囲い込みをはか

ります。オートオークション会場参加業者のための落札代金融資システムなど、実業の支援部門として

各種金融商品を積極的に開発し、導入しております。 

 「Glepカード」では、今春には、有名ゲームキャラクターや、「萌え系」キャラクターデザインが１
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５種類以上取り揃えられることとなります。この当社グループ独自の取り組みによって、従来のカード

利用者層だけではなく、10代20代のカード利用者予備軍に対して、キャラクターによる訴求を行い、マ

イファーストカードとしての利用をはかります。 

この他、各事業とのシナジー及び収益機会の増加を目指して多様な金融商品を開発・提供してまいりま

す。 

こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は1,343,694千円（前年同期は比較対照部門なし）、営業利

益は33,450千円（前年同期は比較対照部門なし）となりました。 

  

「その他事業」 

当事業におきましては、純投資として出資しておりました「ブリレジャパン㈱」「㈱セビアン」2社へ

の出資比率が一時的に過半数を超えたため、連結対象子会社実績として計上しておりましたが平成17年

11月に株式の一部譲渡を行い連結対象子会社から外れましたので、第一四半期までの実績を計上してお

ります。 

当中間期連結売上高は623,466千円（前年同期は比較対照部門なし）、営業損失22,324千円（前年同期

は比較対照部門なし）となりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

  当中間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、営業活動によるキャッシュ・フ

ロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが減少したこ

とにより前連結会計年度に比べて73,490千円減少し、期末残高は9,297,301千円（前年同期比0.8％減）となりまし

た。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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） 

  当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、1,107,399千円（前年同期比109,430千円増）と

なりました。 

これは主に、減価償却費1,367,626千円、仕入債務の増加4,031,809千円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） 

  当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、7,341,168千円（前年同期比2,969,796千円減）

となりました。 

これは主に、貸付による支出△4,250,625千円、投資有価証券の取得による支出△1,980,602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） 

  当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は、6,303,780千円（前年同期比2,984,804千円増）

となりました。 

これは主に、短期借入金の純増額5,106,460千円によるものであります。 

 

4.事業の概況等に関する特別記載事項 

 

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を

記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断

上、重要と思われる主な事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しており

ます。なお、当社は、これらのリスク発生可能性を認識したうえで、発生の回避、発生した場合の対

応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容もあわせて、慎重

に検討の上で行われる必要があると考えております。 

 

１．ＤＭＥＳ事業について 

(1)営業施策について 

ＤＭＥＳ事業の新規顧客開発営業については、当社クライアント、取引銀行・証券会社あるいはベン

チャーキャピタルからの紹介に多く依存しており、今後自社での営業体制を確立していく必要があり

ます。営業体制の確立に際しては、営業マンの確保に加え、マーケティングの企画、立案に携わる人

材の確保も欠かせません。このような人材が十分に確保できない場合、あるいは紹介元から安定的な

クライアントの紹介が継続されない場合は同事業の業績が影響を受ける可能性があります。 

また、技術力やデザインセンスを有した開発要員の人材の確保及び採用が順調に進まない場合には業

務に支障をきたす可能性があるとともに、他の事業者が提供するサービスと差別化を図れない可能性

があります。 
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(2)競合について 

ＤＭＥＳ事業は、デジタル分野でのマーケティング展開を提供するサービスであり、現状競合する

企業が少ないことから、高い利益率を維持しております。しかしながら、今後広告代理店やコンサル

ティング会社などが、同事業分野へ進出してくることにより競争が激化し、当社グループの経営成績

に影響が及ぶ可能性があります。  

 

(3)売掛債権の回収について 

ＤＭＥＳ事業の売掛金につきましては、売掛債権の早期回収のための施策を実施し、債権回収が長

期化している案件については規定に定められた引当処理を行っておりますが、売掛金の増加と共に貸

倒リスクも増加し、売掛債権が不良債権化した場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性が

あります。 

 

(4)ビジネスモデル特許等について 

ＤＭＥＳ事業部門では、ビジネスモデルとして、特許権の対象になる可能性があるものについては、

その取得を目指し既に申請し対応しております。しかし、現在までのところ、特許権取得には至って

おらず、また、今後も特許権を取得できる保証はありません。 

当社のノウハウ等が特許権として保護されず、他社が類似のノウハウ等を考案した場合、競争が激

化し、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。また、当社類似ノウハウ等に対し、

当社より先に他社がビジネスモデル特許として出願し登録された場合、当社への差止請求、あるいは

ライセンス料の負担、訴訟の発生等により、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

２．ＴＣＬＡ事業について 

(1)登録台数の影響について                              

中古車登録台数は、平成13年度以降漸減しております。登録台数は、経済環境や消費動向等、様々

な影響を受けます。当社は、多様な営業施策により、買取及び販売台数の増加に努めておりますが、

今後も長期的に登録台数の減少が続く場合には、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があり

ます。 

  

(2)競合について 

登録台数の伸び悩みによる既存の買取専門業者間の競合に加え、自動車メーカー、新車ディーラー

の買取専門業への参入等、新規参入も増えてきております。当社は、データベースの活用等により、

今後とも買取及び販売台数を増加させていくことが可能と考えておりますが、競争の激化により、当

社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。  

 

(3)中古車販売単価の低下について                          

現在、新車販売価格の低下、中古車の平均車齢高齢化等により、中古車販売単価の低下が進み、

オートオークションでの販売単価もその影響を受けております。オートオークションでの中古車販売

単価の低下は、1台当たりの売上高の低下に直結し、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があ

ります。 

 

(4)ユーザー直販について 

当社ではオートオークションでの販売単価低下の影響を少なくするため、一般消費者への直接販売

に注力し、売上高、売上総利益の拡大に努めております。ユーザーへの直接販売は、中古車オーク

ションでの販売に比べ中間マージン等を要さず、1台当たりの販売利益を大きく確保できる可能性はあ

りますが、ユーザーへの販売までに時間を要し、在庫を長期間保有する場合、中古車販売価格相場の

変動リスクを被ることがあります。 

 

(5)多店舗展開について 

当社は、自社ブランドO-RUSHの店舗展開並びに輸入外車ディーラーの買収を進めていく方針であり

ます。 近のＴＣＬＡ事業の業容拡大には、店舗数の拡大が大きく寄与しており、今後も店舗数の拡

大を図っていく方針ではありますが、計画通りの出店ができない場合、また、輸入車販売事業におい

てはメーカーの「正規ディーラー」制度による各種の制限があることから、同事業買収の計画が予定
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どおりに進捗しない場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

(6)海外展開について 

ＴＣＬＡ事業では、新たな取り組みとして、急激な成長が見込まれるアジア市場に対して中古車及

び新車販売事業を展開しておりますが、資金面に留まらず、店舗運営や管理に関する人材の確保状況、

さらには海外の店舗開設に対する関係当局の承認の可否、為替の変動、カントリーリスク等によって

当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

３．住宅関連事業について 

(1)競合及びビジネスモデル特許について 

当社は平成16年６月中間期より住宅建築の各段階において、住宅建設を希望する個人に対する専門家の紹介・斡

旋、及び専門家との交渉などを支援する「住宅プロデュース事業」へ進出しております。同事業は、住宅の建設に

あたり、建築家及び工務店等を紹介・斡旋し、その約定によって建築家、工務店等よりプロデュース料を貰い受け

ます。 

  当社グループが展開する「住宅プロデュース事業」には、住宅メーカーあるいは建築家等が新規参入する事例が

見られ、競争の激化により、同事業の経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

また、当社グループは「住宅プロデュース事業」に関し、「建築システム」のビジネスモデル特許を取得してお

りますが、上記の新規参入企業の中には当該ビジネスモデル特許に抵触する可能性のある類似業者も見られ、当社

は今後当該企業と協議または法的措置をとってまいりますが、当該企業が協議に応じない場合、また特許侵害が法

的に認められなかった場合には、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。  

 

４．娯楽事業について  

(1）市場状況における影響について 

娯楽事業の売上高のおよそ90％を占めるＴＶゲーム関連事業・ＡＶ関連事業においては発売されるタイトルによ

り大きく左右される傾向があり、その為、当社グループでは中古商材の比率を高めるなどの対策に取り組んでおり

ますが、新規商材における比率は依然と高くメーカーの動向によりましては、当社グループの経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

(2）フランチャイズ展開について 

娯楽事業では、展開するＦＣ事業に関し加盟店への商品等の納入及びロイヤリティー収入を得ておりますが、Ｆ

Ｃ加盟店の出店動向及び営業状況等によっては、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループではＦＣ加盟店に対してインターネットＰＯＳシステムを利用した的確な情報分析・情報提

供、ユーザーの心理を捉えた販促企画やスーパーバイザーによる訪問指導、さらにメーカーとの強い連携による

マーチャンダイジングなど、リスクを適切にコントロールし、店舗運営をスムーズに行う仕組みとノウハウを提供

しておりますが、当社グループのＦＣ本部としての評価が不十分であったり、加盟企業の方針変更や諸事情により

加盟店舗数が減少する可能性もあり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）コンピュータ事業について 

ＰＯＳＣＭの販売に関しては、効果的なアライアンスを目的とした、ＰＯＳＣＭパートナー制度に基づく間接販

売を主体としております。効果的なアライアンスを期待できるパートナー企業とは、主要ＰＯＳハードウェアメー

カー、販売対象とする市場において多くの実績を持つプロバイダやシステムインテグレータ、並びに販売対象とす

る市場に大きな影響力を持つ総合商社等でありますが、当社の年間の売上・利益計画は、ほとんどが各パートナー

企業の商談状況、受注見込み情報をベースに策定しているため、各パートナー企業の商談状況に大きな変化が生じ

た場合、当社グループの経営成績に不利な影響を受ける可能性があります。 

 

５.金融事業について 

（1）金利変動リスクについて 

金融事業は、金利の変動リスクにさらされています。金利の急激な上昇は、新規取引に悪影響を及ぼす可能性が

あり、また、営業貸付金に対する顧客の金利負担増加は顧客の財政状態に悪影響を及ぼし、債務不履行に繋がる懸

念があります。また、当事業の資金調達コストも上昇し、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（2）信用リスクについて 

当事業では、リース取引、営業貸付金で多額の金融債権を保有しております。この債権につきましては規定に

沿って貸倒引当金を設定しておりますが、想定を上回る債務不履行が発生した場合、経営成績に影響を及ぼす可能
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性があります。 

 

６．法的規制等について 

(１) 古物営業法について                                          

当社グループが行なっている中古車の買取、売却事業及び中古ゲームソフトなどの買取・販売事業は、古物営業

法の規制を受けております。監督官庁は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会であり、各々で許可を取得

しておりますが、同法による規制に違反した場合には、許可の取消又は営業停止等の処分を命ぜられ、当社グルー

プの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

（２）その他適用法令について                                             

近の地球環境問題の高まりを受け、フロン類回収破壊法、使用済み自動車の再資源化法、廃棄物処理法等環境

関連法令による規制が強化されております。当社グループはフロン類回収破壊法第25条に基づく登録を行なってお

ります。                                                  

また、当社グループの営業上の取引行為には各種の消費者関連法が適用されることがあります。               

消費者契約法は消費者である個人との契約に適用されます。当社グループが、中古車取引やスープの販売等で個

人の顧客と各種契約を締結したとき、当該顧客が事実を誤認し、または困惑していた場合には、当該契約が取り消

されることがあります。 

割賦販売法はいわゆるローン販売を行うときに適用されます。当社グループではお客様への中古車の販売につい

て、割賦販売法の適用を受ける代金分割弁済等による取引をすることがあります。この場合、割賦販売法により、

販売条件の表示、契約書面の交付が義務付けられ、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがあります。 

当社グループはこれら各種の消費者関連法の遵守に努めております。しかし、何らかの理由で契約が取り消され

たり、当社グループが法律上の制裁を受けた場合には、当社グループの事業活動に影響が及ぶ可能性があります。 

また、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等について、平成15年５月に『個人情報の保護に関する法

律』が制定されております。 

当社グループでは、ＴＣＬＡ事業において、車両の売買に伴い、顧客の個人情報を取り扱っております。また、

ＤＭＥＳ事業においても、クライアント企業の委託で、インターネットを経由して多数の個人情報の収集を行って

おり、その他部門でも多数の顧客に関する個人情報を保有しております。 

当社グループでは、個人情報が第三者へ漏洩する危険を回避するために技術面及び運用面で防止手段を講じてお

りますが、不測にも個人情報が漏洩した場合、当社グループが法律上の制裁を受けたり、法的責任を問われない場

合であっても、企業イメージの悪化などにより、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

７．１株当たりの株式価値の希薄化について 

当社は取締役、従業員、顧問及び社外協力者に対しインセンティブ付与のため、ストックオプション制度を採用

しており、これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があ

ります。  
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１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  1,963,282 11,694,834  11,468,222

２ 受取手形及び売掛
金 

  2,352,542 9,914,390  8,303,703

３ たな卸資産 ※２  1,220,726 8,465,582  6,836,303

４ 営業貸付金   － 2,211,329  683,769

５ 短期貸付金   968,517 2,444,731  1,805,246

６ その他   550,600 2,959,157  3,944,245

 貸倒引当金   △81,217 △176,624  △232,532

流動資産合計   6,974,451 51.2 37,513,402 53.8  32,808,959 54.5

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１ 建物及び構築物 
※１ 
※２ 

495,502 3,441,814 3,401,728 

２ 機械装置及び運
搬具 

※１ 238,803 705,332 726,237 

３ 工具器具備品 ※１ 80,502 308,689 280,470 

４ 土地 ※２ 175,445 3,601,786 4,071,244 

５ 建設仮勘定  88,465 61,768 35,244 

６ リース資産 ※1 － 3,183,316 3,508,850 

  リース資産処分
損引当金 

 － 1,078,719 7.9 △25,501 11,277,207 16.2 △15,815 12,007,960 19.9

(2）無形固定資産    

１ 営業権  11,160 173,387 39,705 

２ 連結調整勘定  710,827 6,377,574 5,255,175 

３ ソフトウェア  1,386,765 1,999,297 1,916,725 

４ その他  10,499 2,119,252 15.6 909,428 9,459,688 13.5 396,231 7,607,838 12.6

(3）投資その他の資産    

１ 投資有価証券 ※２ 1,865,163 5,351,833 3,455,149 

２ 長期貸付金  421,907 226,653 303,684 

３ 長期前払費用  420,049 796,793 347,309 

４ 敷金・保証金 ※２ 440,840 2,628,970 2,180,961 

５ その他 ※２ 518,219 2,674,871 2,136,842 

 貸倒引当金  △217,982 3,448,197 25.3 △190,702 11,488,419 16.5 △592,812 7,831,135 13.0

固定資産合計   6,646,169 48.8 32,225,315 46.2  27,446,934 45.5

資産合計   13,620,621 100.0 69,738,717 100.0  60,255,893 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛
金 

※２  523,599 6,761,215  3,145,860

２ 短期借入金 ※２  3,300,000 20,983,816  15,560,164

３ 一年以内償還予定
社債 

※２  394,000 1,252,000  979,000

４ 一年以内返済予定
長期借入金 

※２  820,812 4,368,665  3,364,921

５ 未払法人税等   264,370 1,248,480  1,167,490

６ 賞与引当金   9,725 74,828  162,330

７ その他   420,366 3,049,216  2,799,770

流動負債合計   5,732,874 42.1 37,738,223 54.1  27,179,536 45.1

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２  1,430,000 4,426,600  7,820,035

２ 新株予約権付社債   － －  5,800,000

３ 長期借入金 ※２  733,576 7,188,192  6,427,541

４ 退職給付引当金   16,246 117,485  158,352

５ その他 ※２  56,232 3,026,946  1,990,302

固定負債合計   2,236,056 16.4 14,759,223 21.2  22,196,232 36.8

負債合計   7,968,930 58.5 52,497,446 75.3  49,375,769 81.9

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   － － 2,101,742 3.0  1,118,814 1.9

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,277,919 16.7 6,948,891 10.0  4,046,009 6.7

Ⅱ 資本剰余金   2,111,646 15.5 6,902,136 9.9  3,999,290 6.6

Ⅲ 利益剰余金   1,274,551 9.4 1,139,273 1.6  1,757,087 2.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  △0 △0.0 49,766 0.1  △4,642 △0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定   － － 103,560 0.1  △32,880 △0.0

Ⅵ 自己株式   △12,426 △0.1 △4,100 △0.0  △3,554 △0.0

資本合計   5,651,690 41.5 15,139,528 21.7  9,761,309 16.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  13,620,621 100.0 69,738,717 100.0  60,255,893 100.0
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②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   7,373,177 100.0 48,151,483 100.0  31,535,806 100.0

Ⅱ 売上原価   4,704,834 63.8 39,238,261 81.5  23,223,278 73.6

売上総利益   2,668,342 36.2 8,913,221 18.5  8,312,527 26.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  2,026,489 27.5 7,706,278 16.0  6,298,311 20.0

営業利益   641,853 8.7 1,206,943 2.5  2,014,216 6.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  6,537 51,367 42,311 

２ 受取配当金  266 2,233 1,845 

３ 受取手数料  8,939 3,907 31,459 

４ 持分法投資利益  6,494 － － 

５ 為替差益  － 17,720 2,115 

６ 雑収入  4,256 26,494 0.4 96,041 171,271 0.4 108,188 185,919 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  41,743 304,610 215,418 

２ 社債発行費  9,900 82,672 79,469 

３ 新株発行費  266 66,164 19,484 

４ 貸倒引当金繰入額  61,745 6,674 88,605 

５ 為替差損  4 － 437 

６ 支払手数料  23,380 42,347 83,001 

７ 持分法投資損失  － 157,342 71,637 

８ 雑損失  2,595 139,636 1.9 52,118 711,931 1.5 22,426 580,480 1.9

経常利益   528,711 7.2 666,283 1.4  1,619,655 5.1
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ － 111,244 1,816 

２ 貸倒引当金戻入益  1,549 250,818 － 

３ 営業譲渡益  33,102 24,863 33,102 

４ その他  － 34,651 0.5 40,750 427,676 0.9 292,177 327,096 1.0

Ⅶ 特別損失    

１ たな卸資産評価損  132,828 － 64,670 

２ 固定資産除却損 ※３ 10,540 195,968 33,814 

３ 賃貸借契約解約損  6,553 39,535 6,820 

４ 買収関連費用  24,000 44,950 180,346 

５ 投資有価証券評価損  97,820 53,431 83,862 

６ 連結調整勘定償却額  － 192,862 98,321 

７ その他  7,964 279,707 3.8 236,862 763,611 1.6 81,774 549,610 1.7

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  283,655 3.9 330,348 0.7  1,397,142 4.4

法人税、住民税及
び事業税 

※４ 198,288 1,097,043 1,119,128 

法人税等調整額  － 198,288 2.7 △86,499 1,010,543 2.1 △238,189 880,938 2.7

少数株主損失   － 181,238 0.4  45,304 0.1

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  85,367 1.2 △498,956 △1.0  561,507 1.8
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③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,004,235 3,999,290  2,004,235

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株の発
行 

 18,974 2,902,846 1,787,041 

２ 自己株式処分差益  88,437 107,411 － 2,902,846 208,013 1,995,054

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

 2,111,646 6,902,136  3,999,290

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,342,564 1,757,087  1,342,564

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間（当期）純利益  85,367 － 561,507 

２ 持分法適用会社増減
に伴う増加高 

 － 23,934 6,395 

３ 連結子会社減少に伴
う連結剰余金増加額

 － 85,367 1,699 25,633 － 567,903

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 中間純損失  － 498,956 － 

２ 配当金  103,380 114,490 103,380 

３ 役員賞与  50,000 153,380 30,000 643,447 50,000 153,380

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 1,274,551 1,139,273  1,757,087
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間（当期）純利益  283,655 330,348 1,397,142

減価償却費  274,315 1,367,626 1,155,353

連結調整勘定償却額  33,680 440,129 226,296

貸倒引当金の増減額  208,366 △134,348 280,411

退職給付引当金の増減額  1,188 △44,692 6,898

受取利息及び受取配当金  △6,803 △53,601 △44,156

支払利息  41,743 304,610 215,418

為替差損  4 △17,720 4

社債発行費  9,900 82,672 79,469

新株発行費  266 66,164 19,484

投資有価証券売却益  － △9,218 △47,833

有形固定資産売却益  － △111,244 △1,816

子会社株式売却益  － △2,082 △154,296

有形固定資産除売却損  10,540 202,730 33,814

賃貸借契約解約損  6,553 39,535 6,774

買収関連費用  24,000 － 180,388

投資有価証券評価損  97,820 53,431 －

売上債権の増減額  478,141 △1,524,337 △305,750

たな卸資産の増加額  △283,615 △1,635,757 △1,827,229

仕入債務の増減額  138,662 4,031,809 △1,486,918

未払消費税等の増減額  △27,402 △96,850 6,905

役員賞与の支払額  △50,000 △30,000 △50,000

その他  248,124 △1,245,208 △524,467

小計  1,489,141 2,013,997 △834,106

利息及び配当金の受取額  2,286 33,676 39,639

利息の支払額  △48,208 △304,272 △221,882

法人税等の支払額  △445,250 △640,759 △854,328

法人税等の還付額  － 4,758 14,835

営業活動によるキャッシュ・フロー  997,969 1,107,399 △1,855,841
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △164,972 △1,416,157 △745,447

定期預金の払戻による収入  17,871 649,559 145,674

有形固定資産の取得による支出  △183,163 △1,455,029 △941,305

有形固定資産の売却による収入  － 1,062,067 95,291

投資有価証券の取得による支出  △1,194,655 △1,980,602 △3,844,974

投資有価証券の売却による収入  39,000 155,462 1,318,069

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出 

 △700,563 △2,305,763 △606,313

貸付による支出  △1,736,537 △4,250,625 △3,526,031

貸付金の回収による収入  583,986 3,721,571 2,363,775

営業譲受による支出  △118,216 25,450 △118,216

無形固定資産の取得による支出  △417,599 △259,580 △673,670

長期前払費用の取得による支出  △158,994 △500,417 △75,617

敷金・保証金の差入による支出  △103,119 △586,099 △285,764

敷金・保証金の返還による収入  6,623 105,159 72,514

その他  △241,031 △306,165 331,320

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,371,372 △7,341,168 △6,490,694

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増減額  2,205,200 5,106,460 3,457,551

長期借入れによる収入  900,000 7,548,932 2,500,000

長期借入金の返済による支出  △102,395 △3,986,138 △1,214,347

社債の発行による収入  490,100 1,760,750 3,980,100

社債の償還による支出  △117,000 △4,952,235 △1,455,985

株式の発行による収入  37,948 △60,436 54,888

新株予約付社債の発行による収入  － 988,377 9,930,430

配当金の支払による支出  △89,464 △101,384 △89,464

自己株式の取得による支出  － △546 △1,214,286

その他  △5,412 － △4,237

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,318,975 6,303,780 15,944,650

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △4 △45,460 △4

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △54,431 24,550 7,598,110

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,719,212 9,370,792 1,719,212

 連結子会社増加に伴う現金及び現金
同等物の増加高 

 53,465 8,612 53,465

 連結子会社減少に伴う現金及び現金
同等物の減少額 

 － △106,654 －

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※１ 1,718,246 9,297,301 9,370,792
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数 ８社 ①連結子会社の数 29社 ①連結子会社の数 24社 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 アピス神戸㈱ 

㈱サンク 

㈱ザウス 

㈱ザウスコミュニケーションズ

㈱ディア．スープ 

㈱リック 

新アレーゼ名古屋㈱ 

㈱ノイマン 

なお、平成16年７月に株式を

取得した㈱リックを、平成16年

11月に株式を取得した新アレー

ゼ名古屋㈱を、平成16年12月に

株式を取得した㈱ノイマンを連

結の範囲に含めております。 

ただし、新アレーゼ名古屋㈱

及び㈱ノイマンは、みなし取得

日を当中間連結会計期間末とし

ているため、貸借対照表のみ連

結しており、前連結会計年度末

に持分法適用会社に含めており

ました㈱ディア．スープについ

ては支配力基準により子会社と

なったため当中間連結会計期間

より連結の範囲に含めておりま

す。 

また、㈱ザウス・ウエストは

平成16年７月26日に㈱ザウスに

社名変更いたしました。 

アピス神戸㈱ 

㈱サンク 

㈱ザウスコミュニケーションズ

㈱リック 

新アレーゼ名古屋㈱ 

㈱ノイマン 

㈱ジップ 

㈱ＤＭＥＳ 

㈱ＴＣＬＡ 

㈱クインランドキャピタル 

㈱明響社 

㈱ウェブベース 

㈱アクト 

㈲ビッグウエスト 

オートキューブ㈱ 

クラッセオート㈱ 

㈱シーウエスト 

㈱ジーティネット 

㈱ムーブ 

㈱わかたけ 

近鉄モータース㈱ 

ＡＳＩＡＮ ＤＩＧＩＴＡＬ 

ＮＥＴＷＯＲＫＳ㈱ 

㈱Ｇ―ｆａｒｍ 

㈱ムーンフェイス 

㈱トリプルエス 

㈱ティーネット 

Ｅｕｇｅｎｅ＆Ｃｏｍｐａｎｙ

㈱ 

㈱ＡＣＬＡ 

クインランド・ピクセン有限責

任事業組合 

 当中間連結会計期間に新たに

増加した連結子会社８社は、以

下のとおりであります。 

㈱Ｇ―ｆａｒｍ 

㈱ムーンフェイス 

㈱トリプルエス 

㈱ティーネット 

Ｅｕｇｅｎｅ＆Ｃｏｍｐａｎｙ

㈱ 

㈱ＡＣＬＡ 

クインランド・ピクセン有限責

任事業組合 

㈱セビアン 

アピス神戸㈱ 

㈱サンク 

㈱ザウス 

㈱ザウスコミュニケーションズ

㈱リック 

新アレーゼ名古屋㈱ 

㈱ノイマン 

㈱ジップ 

㈱ＤＭＥＳ 

㈱ＴＣＬＡ 

㈱クインランドキャピタル 

㈱明響社 

㈱ウェブベース 

㈱アクト 

㈲ビッグウエスト 

オートキューブ㈱ 

プレミア・モータース㈱ 

㈱シーウエスト 

㈱ジーティネット 

㈱ムーブ 

㈱わかたけ 

近鉄モータース㈱ 

ブリレジャパン㈱ 

ＡＳＩＡＮ ＤＩＧＩＴＡＬ 

ＮＥＴＷＯＲＫＳ㈱ 

 当期新たに増加した連結子会

社23社は、以下のとおりであり

ます。 

㈱リック  

新アレーゼ名古屋㈱ 

㈱ノイマン 

㈱ジップ 

㈱クインランドキャピタル 

㈱ＤＭＥＳ 

㈱ＴＣＬＡ 

㈱明響社 

㈱ウェブベース 

㈱アンスコンサルティング 

㈱ハブ・ア・グッド 

㈱シーウエスト 

㈱ジーティネット 

オートキューブ㈱ 

プレミア・モータース㈱ 

ＡＳＩＡＮ ＤＩＧＩＴＡＬ 

ＮＥＴＷＯＲＫＳ㈱ 

㈱アクト 

㈲ビッグウエスト 
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項目 前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

  ㈱ザウスと㈱ザウスコミュニ

ケーションズは平成17年10月１

日に㈱ザウスを存続会社とし

て、合併しております。 

また、㈱ザウスは㈱ザウスコ

ミュニケーションズに社名変更

いたしました。 

プレミア・モータース㈱は平

成17年８月25日にクラッセオー

ト㈱に商号変更いたしました。

ブリレジャパン㈱とその子会

社である㈱セビアンは、当中間

連結会計期間において、ブリレ

ジャパン株式の一部を売却した

ため、平成17年９月30日付けで

連結子会社から除外いたしまし

た。 

 ②非連結子会社の数 ３社 

 非連結子会社の名称 

彩都メディアラボ㈱ 

ＷＡＮＰＡＫＵ Ｕ.Ｓ.Ａ.Ｃ

Ｏ. 

Ｃ－Ｗest Style Inc. 

 彩都メディアラボ㈱につきま

しては、当社による財務及び営

業又は事業の方針を決定する機

関に対する支配が一時的と認め

られるため連結の範囲から除外

しております。 

 また、ＷＡＮＰＡＫＵ Ｕ.

Ｓ.Ａ.ＣＯ.及びＣ－Ｗest 

Style Inc.につきましては、い

ずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、連結純損益及び

利益剰余金等の中間連結財務諸

表に及ぼす影響は軽微でありま

す。 

  

㈱ムーブ 

㈱わかたけ 

近鉄モータース㈱ 

ブリレジャパン㈱ 

㈱ディア.スープ 

㈱ディア.スープについては、

当期首に支配力基準により連結

子会社となりましたが、下期に

おいて全株式を売却したことに

より、連結の範囲から除外して

おります。また㈱アンスコンサ

ルティング及び㈱ハブ・ア・

グッドについては、㈱明響社の

子会社化に伴い連結子会社とな

りましたが、下期において全株

式を売却したことにより、連結

の範囲から除外しております。

㈱ＤＭＥＳ及び㈱ＴＣＬＡにつ

いては、会社分割により平成17

年３月１日に設立されておりま

す。 

 なお、近鉄モータース㈱及び

ブリレジャパン㈱はみなし取得

日を当連結会計年度末としてい

るため、貸借対照表のみ連結し

ております。 

㈱ザウス・ウエストは平成16年

７月26日に㈱ザウスに社名変更

いたしました。また、㈱クイン

ランドキャピタルは平成17年５

月１日に関西リース㈱から社名

変更しております。 

②非連結子会社の数 ３社 

非連結子会社の名称 

彩都メディアラボ㈱ 

ＷＡＮＰＡＫＵ Ｕ.Ｓ.Ａ.Ｃ

Ｏ. 

Ｃ－Ｗest Style Inc. 

 彩都メディアラボ㈱につきま

しては、当社による財務及び営

業又は事業の方針を決定する機

関に対する支配が一時的と認め

られるため連結の範囲から除外

しております。 

 また、ＷＡＮＰＡＫＵ Ｕ.

Ｓ.Ａ.ＣＯ.及びＣ－Ｗest 

Style Inc.につきましては、い

ずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、連結純損益及び

利益剰余金等の連結財務諸表に

及ぼす影響は軽微であります。
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

２ 持分法の適用に関する事

項 

① 持分法適用の非連結子会社及

び関連会社 

①持分法適用の非連結子会社の数

１社 

非連結子会社の名称 

①持分法適用の非連結子会社の数

１社 

非連結子会社の名称 

 彩都メディアラボ㈱（関連会

社） 

上海協通二手机動車経営有限

公司（関連会社） 

チェッカーモータース㈱（関

連会社） 

㈱ビジャスト（関連会社） 

㈲Ｍｕｓｔ・ｂｅ（関連会

社） 

なお、当中間連結会計期間

において株式または出資持分

を取得した上海協通二手机動

車経営有限公司、チェッカー

モータース㈱及び㈲Ｍｕｓ

ｔ・ｂｅを持分法適用の関連

会社に含めることといたしま

した。 

また、㈱ビジャストについ

ては、影響力基準により関連

会社に該当することとなった

ため、当中間連結会計期間よ

り持分法適用の関連会社に含

めることといたしました。 

彩都メディアラボ㈱ 

持分法適用の関連会社の数 ６

社 

関連会社の名称 

チェッカーモータース㈱ 

上海協通二手机動車経営有限公

司 

Ｎｅｔ研究所㈱ 

ＣＨＡＭＢＥＲ ＷＥＢ＆ 

ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴ㈱ 

㈱アルタイル 

㈱ベガ・ソリューションズ 

 当中間連結会計期間において

株式または出資持分を取得した

会社は以下のとおりでありま

す。 

㈱アルタイル 

㈱ベガ・ソリューションズ 

 なお、㈱ビジャストについて

は、当中間連結会計期間におい

て、株式の一部を売却したた

め、平成17年９月30日付けで持

分法適用の関連会社から除外い

たしました。 

また、㈲Ｍｕｓｔ・ｂｅにつ

いては、当中間連結会計期間に

おいて、支配力基準により持分

法適用の関連会社から除外いた

しました。 

彩都メディアラボ㈱ 

持分法適用の関連会社の数 ６

社 

関連会社の名称 

チェッカーモータース㈱ 

上海協通二手机動車経営有限公

司 

㈱ビジャスト 

㈲Ｍｕｓｔ・ｂｅ 

Ｎｅｔ研究所㈱ 

ＣＨＡＭＢＥＲ ＷＥＢ＆ 

ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴ㈱ 

 当連結会計年度において株式

または出資持分を取得した会社

は以下のとおりであります。 

上海協通二手机動車経営有限公

司 

チェッカーモータース㈱ 

㈲Ｍｕｓｔ・ｂｅ 

Ｎｅｔ研究所㈱ 

ＣＨＡＭＢＥＲ ＷＥＢ＆ 

ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴ㈱ 

 なお、㈱ビジャストについて

は、影響力基準により関連会社

に該当することとなったため、

当連結会計年度より持分法適用

の関連会社に含めることといた

しました。 

 また、㈱ディア.スープにつ

きましては、前連結会計年度に

おいては、持分法適用関連会社

でありましたが、当連結会計年

度において支配力基準により連

結子会社となったため、持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

 ② 持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社の名称 

② 持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社の名称 

② 持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社の名称 

 ㈱オーエス・パーキング（関

連会社） 

㈱Ｅ＆Ｇアカデミー（関連会

社） 

 なお、当中間連結会計期間

において株式を取得した㈱Ｅ

＆Ｇアカデミーを関連会社に

含めることといたしました。

ＷＡＮＰＡＫＵ Ｕ.Ｓ.Ａ.Ｃ

Ｏ.（非連結子会社） 

Ｃ－Ｗest Style Inc. （非連

結子会社） 

㈱Ｅ＆Ｇアカデミー（関連会

社） 

なお、㈱オーエス・パーキン

グについては、当中間連結会計

期間において、株式の一部を売

却したため、持分法非適用の関

連会社から除外いたしました。

ＷＡＮＰＡＫＵ Ｕ.Ｓ.Ａ.Ｃ

Ｏ.（非連結子会社） 

Ｃ－Ｗest Style Inc. （非連

結子会社） 

㈱オーエス・パーキング（関連

会社） 

㈱Ｅ＆Ｇアカデミー（関連会

社） 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

 ③ 持分法を適用しない理由 ③ 持分法を適用しない理由 ③ 持分法を適用しない理由 

  持分法非適用関連会社は、中

間連結純利益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除

外しております。 

 

 

      同左 

持分法非適用非連結子会社及

び関連会社は、連結純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。

 ④ 持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

る会社については、各社の中間

決算日又は直近決算日の財務諸

表を使用し、中間連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引

については連結上必要な調整を

行っております。 

 ただし、彩都メディアラボ㈱

については、中間決算日が９月

30日でありますが、中間連結決

算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しておりま

す。 

④ 持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

る会社については、各社の中間

決算日又は直近決算日の財務諸

表を使用し、中間連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引

については連結上必要な調整を

行っております。 

 ただし、Ｎｅｔ研究所㈱およ

びＣＨＡＭＢＥＲ ＷＥＢ＆ 

ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴ㈱並びに

㈱アルタイルについては、中間

連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の事業年度に係

る財務諸表を使用しておりま

す。 

  なお、彩都メディアラボ㈱の

決算日を３月31日から６月30日

に変更しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社のうち㈱ディア．

スープ、㈱ザウス、㈱サンク、

アピス神戸㈱、㈱ザウスコミュ

ニケーションズ及び㈱リックの

中間決算日は中間連結決算日と

一致しております。 

新アレーゼ名古屋㈱の中間決算

日は３月31日、㈱ノイマンの中

間決算日は９月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作成に

あたっては、中間連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく中

間財務諸表を使用しておりま

す。 

中間連結財務諸表の作成に当

たって、以下の連結子会社につ

いては中間連結決算日における

正規の決算に準ずる決算に基づ

く財務諸表を使用しておりま

す。 

近鉄モータース㈱ 

㈱シーウエスト 

 ㈱ジーティネット 

 ㈱ムーブ 

㈱わかたけ 

   ㈱アクト 

㈲ビッグウエスト 

㈱ジップ 

㈱明響社 

㈱ウェブベース 

ブリレジャパン㈱ 

オートキューブ㈱ 

クラッセオート㈱ 

ＡＳＩＡＮ ＤＩＧＩＴＡＬ

ＮＥＴＷＯＲＫＳ㈱ 

㈱トリプルエス 

㈱ティーネット 

Ｅｕｇｅｎｅ＆Ｃｏｍｐａｎ

ｙ㈱ 

クインランド・ピクセン有限

責任事業組合 

 上記以外の連結子会社の事業

年度の末日は、連結決算日と一

致しております。 

 なお、㈱わかたけの決算日を

３月31日から12月31日に変更し

ております。  

連結財務諸表の作成に当たっ

て、以下の連結子会社について

は連結決算日における正規の決

算に準ずる決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

  近鉄モータース㈱ 

  ㈱シーウエスト 

  ㈱ジーティネット 

   ㈱ムーブ 

  ㈱わかたけ 

  ㈱アクト 

   ㈲ビッグウエスト 

  ㈱ジップ 

   ㈱明響社 

  ㈱ウェブベース 

  ブリレジャパン㈱ 

  オートキューブ㈱ 

  プレミアモータース㈱ 

 上記以外の連結子会社の事業

年度の末日は、連結決算日と一

致しております。 

 なお、新アレーゼ名古屋㈱の

決算日を９月30日から６月30日

に、㈱ノイマンの決算日を３月

31日から６月30日に、㈱クイン

ランドキャピタルの決算日を３

月31日から６月30日に変更して

おります。  
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

   

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 （時価のあるもの） （時価のあるもの） （時価のあるもの） 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す。） 

同左  決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しておりま

す。） 

 （時価のないもの） （時価のないもの） （時価のないもの） 

  移動平均法による原価法 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組

合への出資については、持分

相当額を純額で取込む方法に

よっております。 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合へ

の出資については組合契約に規定

される決算日ごとに、持分相当額

を純額で取込む方法によっており

ます。 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

 ───── 時価法 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 商品 商品 商品 

 主として個別法による原価法 

 

 主として 

ア．自動車 

   個別法による原価法 

 イ．ＣＤ、ゲームソフト 

   総平均法による原価法 

 

主として個別法による原価法 

販売用不動産 販売用不動産 販売用不動産 

 

───── 個別法による原価法 同左 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

 主として個別法による原価

法 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  終仕入原価法 主として 終仕入原価法 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法  定率法（ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）及び新車

販売業を営む連結子会社の車

両運搬具については、定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物   ６～50年

機械装置及び運搬具 ２～13年

工具器具備品    ２～15年

ア．リース資産 

リース期間を償却年数とし、

リース期間満了時の見積処分価

額を残存価額とする定額法を採

用しております。 

イ.その他の有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）及び新車販売を営

む連結子会社の車両運搬具につ

いては、定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物   ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～13年

工具器具備品    ２～20年

ア．リース資産 

リース期間を償却年数とし、

リース期間満了時の見積処分価

額を残存価額とする定額法を採

用しております。 

イ.その他の有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）及び新車販売を営

む連結子会社の車両運搬具につ

いては、定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物   ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～13年

工具器具備品    ２～20年

 （会計処理方法の変更）  （会計処理方法の変更） 

  新車販売業を営む連結子会社

の車両運搬具は従来、定率法に

よっておりましたが、当連結会

計年度から定額法に変更いたし

ました。 

 この変更は、新車販売業を営

む連結子会社の車両運搬具の大

部分が試乗車であり、維持コス

トも平均的に発生しており、収

益に対応した減価償却費をより

合理的に期間配分するために

行ったものであります。 

 この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、減価償却費は

11,742千円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間

純利益は9,238千円増加しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響は,セグメント情報の「事

業の種類別セグメント情報」の

「注4 会計処理方法の変更」に

記載しています。 

 新車販売業を営む連結子会社

の車両運搬具は従来、定率法に

よっておりましたが、当連結会

計年度から定額法に変更いたし

ました。 

 この変更は、新車販売業を営

む連結子会社の車両運搬具の大

部分が試乗車であり、維持コス

トも平均的に発生しており、収

益に対応した減価償却費をより

合理的に期間配分するために

行ったものです。 

 この結果従来の方法によった

場合に比べ、減価償却費は

27,474千円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期

純利益は12,451千円増加してお

ります。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響は、セグメント情報の

「事業の種類別セグメント情

報」の「注4 会計処理方法の変

更」に記載しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 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（３～５年）、市場販売目的

のソフトウェアについては見込販

売期間（３年）に基づく定額法を

採用しております。 

ア．リース資産 

リース資産を償却期間とし、リー

ス期間満了時の見積処分価額を残

存価額とする定額法を採用してお

ります。 

イ. その他の無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 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（３～５年）、市場販売目

的のソフトウェアについては見込

販売期間（３年）に基づく定額法

を採用しております。 

同左 

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒による損失に備え

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

等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  連結子会社３社は従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当

中間連結会計期間負担額を計上

しております。 

 連結子会社12社は従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当

中間連結会計期間負担額を計上

しております。 

連結子会社12社は従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当

連結会計年度負担額を計上して

おります。 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

 連結子会社３社は従業員の退

職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間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。 

連結子会社９社は従業員の退

職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間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。 

 

連結子会社９社は従業員の退

職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、計上してお

ります。 

会計基準変更時差異（419,858

千円）については15年による均

等額を費用処理する方針を採用

しております。 

 ───── ④.リース資産処分損引当金 ④ リース資産処分損引当金 

  リース資産の処分損失に備える

ため、リース資産の処分損失見積

額を計上しております。 

    同左 

 ───── ───── ⑤ 事業所移転損失引当金 

   事業所の移転に伴い発生が見

込まれる固定資産除却損等につ

いて合理的な見積り額を計上し

ております。 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建債権債務は、原則とし

て中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

換算しております。なお、在外

子会社等の資産及び負債並びに

収益及び費用は、在外子会社等

の中間決算日の直物為替相場に

より円換算し、為替差額は、少

数株主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

 

 

 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

換算しております。なお、在外

子会社等の資産及び負債並びに

収益及び費用は、在外子会社等

の決算日の直物為替相場により

円換算し、為替差額は、少数株

主持分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

(5）重要なリース取引の処

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。 

借手としてのリース及び貸手と

してのリース双方の場合におい

て、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。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方

法   特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理

を採用しております。 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。ただし、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務に

ついて振当処理を、特例処理の

要件を満たす金利スワップにつ

いては特例処理を行っておりま

す。 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
  
 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ
取引 

 借入金 

 

  
 ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ
取引 

借入金 

金利キャップ
取引 

借入金 

 

 
ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約取引  
外貨建金銭債権
債務 

金利スワップ
取引 

 借入金 

 
 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

   金利変動リスクを管理する目

的で金利スワップ取引を行って

おります。これらの取引は、実

需の範囲内でのみ行い、投機目

的の取引は行わない方針であり

ます。 

金利変動リスクを管理する目

的で金利スワップ取引及び金利

キャップ取引を行っておりま

す。これらの取引は、実需の範

囲内でのみ行い、投機目的の取

引は行わない方針であります。

為替相場の変動リスク及び金

利変動リスクを管理する目的で

為替予約取引及び金利スワップ

取引を行っております。これら

の取引は、実需の範囲内でのみ

行い、投機目的の取引は行わな

い方針であります。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計または相場変動

を比較し、その変動額を比較

し、その変動額の比率によって

有効性を評価しております。 

  ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

同左 

(7）消費税等の会計処理方

法 

 税抜方式によっており、仮払

消費税等と仮受消費税等とを相

殺した残額を流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

 なお、連結子会社㈱ザウスは

免税事業者であります。 

 税抜方式によっており、仮払

消費税等と仮受消費税等とを相

殺した残額を流動資産の「その

他」及び流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

 

税抜方式によっております。 

 なお、連結子会社のうち㈱ザ

ウスは免税事業者であります。
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・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

到来する短期投資としておりま

す。 

 

 

 

 

      同左 

 連結キャッシュ・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

する短期投資としております。 

 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

───── (固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より、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。これによる損益に与える影

響はありません。 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

(中間連結貸借対照表) ───── 

1. 「短期貸付金」は、前中間連結会計期間末は、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間連結会計期間末において資産総額の100分の５を

超えたため区分掲記しております。なお、前中間連結

会計期間末の「短期貸付金」の金額は223,876千円で

あります。 

 

2. 「賞与引当金」は、前中間連結会計期間末は、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため当中間連結会計期間末におい

て区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間

末の「賞与引当金」の金額は5,743千円であります。 

 

3. 「退職給付引当金」は、前中間連結会計期間末は、

固定負債の「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため当中間連結会計期間末

において区分掲記しております。なお、前中間連結会

計期間末の「退職給付引当金」の金額は2,741千円で

あります。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１.法人事業税における外形標準課

税部分の連結損益計算書上の表示方

法 

  

「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日以降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、当中間連結会計期間から

「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として処

理しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が10,434千円増加し、営業利益、経

常利益及び、税金等調整前中間純利

益が、同額減少しております。 

当中間連結会計期間における税金

費用については、従来簡便法により

計算しておりましたが、税金費用を

より合理的に配分するために、当中

間連結会計期間より原則法に変更し

ております。なお、この変更による

影響は軽微であります。 

 

２.投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資についての連

結貸借対照表上の表示方法 

  

「証券取引法等の一部を改正する法

律」（平成16年法律第97号、施行日

平成16年12月１日）により、投資事

業有限責任組合及びこれに類する組

合への出資を有価証券とみなすこと

とされたため、当中間連結会計期間

末における投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資金の連

結貸借対照表残高117,351千円を投

資その他の資産の「投資有価証券」

に含めて表示しております。 

 なお、前連結中間会計期間末にお

ける残高はありません。また、前連

結会計年度の要約連結貸借対照表に

おける残高は118,000千円であり、

当該残高は投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

359,836千円 11,270,329千円 9,979,930千円

※２ 担保に提供している資産 ※２ 担保に提供している資産 ※２ 担保に提供している資産 
 

建物及び構築物 73,930千円

土地 116,875千円

計 190,806千円
  

 
定期預金 2,333,969千円

たな卸資産 275,870千円

建物及び構築物 1,390,401千円

土地 2,527,837千円

投資有価証券 145,453千円

長期性預金 700,000千円

敷金・保証金 50,000千円

計 7,423,533千円
  

 
定期預金 1,086,362千円

たな卸資産 344,030千円

建物及び構築物 1,339,776千円

土地 3,911,076千円

投資有価証券 87,823千円

敷金・保証金 50,000千円

その他 11,230千円

計 6,830,300千円
  

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 
 

1年以内返済予定長期
借入金 

28,836千円

長期借入金 123,920千円

計 152,756千円
  

 
短期借入金 7,172,408千円

1年以内返済予定長期
借入金 

1,271,209千円

一年以内償還社債 420,000千円

長期借入金 4,233,626千円

社債 1,140,000千円

その他 155,272千円

計 14,392,516千円
  

 
短期借入金 5,222,298千円

1年以内返済予定長期
借入金 

1,001,653千円

長期借入金 2,535,840千円

計 8,759,791千円
  

３     ───── ３ 保証債務 ３ 保証債務 

 下記取引先の金融機関からの借入に対し、

債務保証を行っております。 

下記関連会社の金融機関からの借入に

対し、債務保証を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
㈱ナカミツモータース 200,000千円

 
㈱ディア．スープ 18,115千円

㈱シュテルン箕面 700,000千円

㈱モトーレン千葉 450,000千円

計 1,168,115千円
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前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

   

 ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント  ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント  ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント

 当座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入未実行残高は、次のとおりで

あります。 

 当座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入未実行残高は、次のとおりで

あります。 

 当座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入未実行残高は、次のとおりで

あります。 
 

当座貸越極度額及び
貸出コミットメント
の総額 

3,100,000千円

借入実行残高 2,700,000千円

差引額 400,000千円
  

 
当座貸越極度額及び
貸出コミットメント
の総額 

14,651,400千円

借入実行残高 13,918,350千円

差引額 733,050千円

 (注)上記のうち下記の契約について財務

制限条項がついており、内容は以下のとお

りであります。 

(１)平成17年２月14日に締結したシンジケー

トローン契約(借入枠3,000,000千円、借入

実行額3,000,000千円)には、下記の財務制

限条項がついており、下記の条項に抵触し

た場合、多数貸付人の請求に基づくエー

ジェントの借入人に対する通知により、契

約上の全ての債務について期限の利益を失

い、直ちに借入金及び利息を支払うことに

なっております。 

 ①各決算期末及び中間決算期末における単

体及び連結貸借対照表上の資本の部の金額

を、直前の決算期末、中間決算期末又は平

成16年６月期末における当該単体及び連結

の貸借対照表上の資本の部の金額のいずれ

か大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維

持すること。 

②各決算期及び中間決算期における単体及

び連結の営業損益及び経常損益に関して、

それぞれ２半期連続して損失を計上しない

こと。 

③各決算期及び中間決算期における単体及

び連結の貸借対照表における有利子負債の

合計金額から現預金の合計金額を差し引い

た金額を資本の部の金額で除した数値を

3.0以下にそれぞれ維持すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当座貸越極度額及び
貸出コミットメント
の総額 

15,780,000千円

借入実行残高 11,380,000千円

差引額 4,400,000千円

 (注) 上記のうち平成17年２月14日に

締結したシンジケートローン契約(借入

枠3,000,000千円、借入実行額－千円)に

は、下記の財務制限条項がついており、

下記の条項に抵触した場合、多数貸付人

の請求に基づくエージェントの借入人に

対する通知により、契約上の全ての債務

について期限の利益を失い、直ちに借入

金及び利息を支払うことになっておりま

す。 

 (１)各決算期末及び中間決算期末にお

ける単体及び連結貸借対照表上の資本の

部の金額を、直前の決算期末、中間決算

期末又は平成16年６月期末における当該

単体及び連結の貸借対照表上の資本の部

の金額のいずれか大きい方の75％の金額

以上にそれぞれ維持すること。 

(２)各決算期及び中間決算期における単

体及び連結の営業損益及び経常損益に関

して、それぞれ２半期連続して損失を計

上しないこと。 

(３)各決算期及び中間決算期における単

体及び連結の貸借対照表における有利子

負債の合計金額から現預金の合計金額を

差し引いた金額を資本の部の金額で除し

た数値を3.0以下にそれぞれ維持するこ

と。 
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前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

 
(２)平成17年９月14日に締結した相対型コ

ミットメントライン契約(借入枠500,000千

円、借入実行額500,000千円)には、下記の

財務制限条項がついております。 

①各決算期の末日における連結及び単体の

貸借対照表における純資産額を、前年比

75％以上に維持すること。 

②各決算期の末日における連結及び単体の

損益計算書に示される経常損益が平成16年

６月期以降の決算期につき、２期連続して

損失とならないようにすること。 

 

(３)平成17年11月25日に締結したコミット

メントライン契約(借入枠300,000千円、借

入実行額300,000千円)には、下記の制限条

項がついており、下記の条項に抵触した場

合にはその後の新規取引の停止、極度額の

減額又は契約の解除がなされる可能性があ

り、契約が解除された場合には期限の利益

を喪失し、直ちに借入金及び利息を支払う

ことになっております。 

①各決算期の末日における連結の貸借対照

表における資本の部の金額が、前年同期比

90％以下とならないこと。 

②各決算期及び中間決算期における単体及び

連結の営業損益及び経常損益に関して、それ

ぞれ２半期連続して損失を計上しないこと。
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17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。 

※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。 

※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。 
 

給料手当 525,580千円

地代家賃 185,815千円

業務委託料 215,588千円

減価償却費 76,923千円

連結調整勘定償却 33,680千円
  

 
給料手当 2,297,063千円

地代家賃 616,170千円

業務委託料 377,846千円

減価償却費 504,869千円

役員報酬 339,628千円
  

 
給料手当 1,747,115千円

地代家賃 617,894千円

業務委託料 470,239千円

減価償却費 280,378千円

役員報酬 322,013千円
  

※２     ───── ※２ 固定資産売却益 ※２ 固定資産売却益の内訳 
 

土地・建物 106,124千円

車両運搬具 4,930千円

その他 188千円

 計 111,244千円
 

 
 車両運搬具 1,816千円

  

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 
 

建物及び構築物 8,480千円

工具器具備品 559千円

長期前払費用 1,500千円

計 10,540千円
  

 
ソフトウェア 149,633千円

その他 37,265千円

計 195,968千円
  

 
建物及び構築物 24,091千円

工具器具備品 1,020千円

ソフトウェア 402千円

長期前払費用 8,300千円

計 33,814千円
  

※４ 当中間連結会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含めて

表示しております。 

※４     ───── ※４     ───── 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 
 

現金及び預金勘定 1,963,282千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△245,035千円

現金及び現金同等物 1,718,246千円
  

 
現金及び預金勘定 11,694,834千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△2,397,533千円

現金及び現金同等物 9,297,301千円
  

 
現金及び預金 11,468,222千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△2,097,430千円

現金及び現金同等物 9,370,792千円
  

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 20,516 21,910 1,393 

② 債券 － － － 

③ その他 10,000 9,251 △748 

計 30,516 31,161 644 

 （注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当中間連結会計期間において、その他有価証

券で時価のある株式について17,820千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、

30％～50％下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた金額につい

て減損処理を行う方法を採っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

関係会社株式 885,239 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 612,116 

非上場内国債券 219,295 

その他 117,351 

計 1,834,002 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について79,999千円減損処理を行って

おります。 

 

当中間連結会計期間末（平成17年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 137,972 243,683 105,710 

② 債券 － － － 

③ その他 10,000 11,036 1,036 

計 147,972 254,719 106,746 

 （注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、

30％～50％下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた金額につい

て減損処理を行う方法を採っております。 
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２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

関係会社株式               1,095,428 

 関係会社社債                100,100 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,584,460 

非上場内国債券 1,070,601 

その他 1,246,523 

計 5,097,114 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について53,431千円減損処理を行って

おります。 

 

前連結会計年度（平成17年６月30日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

① 株式 144,810 149,622 4,812 

② 債券 － － － 

③ その他 10,000 9,185 △814 

計 154,810 158,807 3,997 

 （注） 減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30％

～50％下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた金額について減

損処理を行う方法を採っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 877,062 

非上場債券 426,406 

その他 599,935 

計 1,903,404 

 （注） その他有価証券で時価のない株式について82,999千円の減損処理を行っております。 

 

（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日） 

 
ＤＭＥＳ事業 
（千円） 

ＴＣＬＡ事業
（千円） 

外食事業
（千円）

住宅関連事業
（千円） 

その他事業
（千円）

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円）

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 2,887,318 4,032,099 210,913 64,313 178,533 7,373,177 ― 7,373,177

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

― ― 8,090 ― 5,171 13,262 (13,262) ―

計 2,887,318 4,032,099 219,004 64,313 183,704 7,386,439 (13,262) 7,373,177

営業費用 1,468,579 4,031,908 211,823 233,616 210,138 6,156,067 575,256 6,731,323

営業利益又は営業損失（△） 1,418,738 190 7,180 △169,303 △26,433 1,230,372 (588,518) 641,853

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、製品の種類、性質等の類似性を考慮して

「ＤＭＥＳ事業」、「ＴＣＬＡ事業」、「外食事業」、「住宅関連事業」及び「その他事業」に区分

しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1)ＤＭＥＳ事業 Ｗｅｂサイトの構築、営業支援及び管理・運営、ソフトウェア等の権利の販

売 

 (2)ＴＣＬＡ事業 中古車買取販売、輸入新車販売、車の修理サービス、車に関わる損害保険等

の販売代理 

 (3)外食事業 創作スープ専門店 

 (4)住宅関連事業 住宅プロデュース 

 (5)その他事業 コンサルティング事業（経営コンサルティング）、事務代行、広報・広告デ

ザイン業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、588,336千円であり、その

主なものは親会社の管理部門等にかかる費用であります。 

 

４ 会計処理方法の変更 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に

記載のとおり、新車販売業を営む連結子会社の車両運搬具について減価償却方法を定率法から定額法

に変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べ、減価償却費は11,742千円減少し、

営業利益は9,238千円増加しております。 
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当中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

 
ＤＭＥＳ事業 
（千円） 

ＴＣＬＡ事業
（千円） 

住宅関連事業
（千円） 

娯楽事業 
（千円） 

金融事業 
（千円） 

ネット広告事業
（千円） 

 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 3,739,563 18,297,822 2,492,887 21,079,228 1,343,694 574,820

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

473,318 373,617 ― 12,333 5,623 ―

計 4,212,882 18,671,440 2,492,887 21,091,561 1,349,318 574,820

営業費用 3,075,364 18,904,613 2,328,116 20,854,649 1,315,867 128,587

営業利益又は営業損失（△） 1,137,518 △233,173 146,691 236,912 33,450 446,232

 

 
その他事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 623,466 48,151,483 48,151,483

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― 864,893 (864,893) ―

計 623,466 49,016,376 (864,893) 48,151,483

営業費用 645,790 47,271,068 (326,528) 46,944,540

営業利益又は営業損失（△） △22,324 1,745,308 (538,364) 1,206,943

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、製品の種類、性質等の類似性を考慮して

「ＤＭＥＳ事業」、「ＴＣＬＡ事業」、「住宅関連事業」、「娯楽事業」、「金融事業」、「ネット

広告事業」及び「その他事業」に区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1)ＤＭＥＳ事業 Ｗｅｂサイトの構築、営業支援及び管理・運営、 

 (2)ＴＣＬＡ事業 中古車買取販売、車の修理サービス、車に関わる損害保険等の販売代理 

 (3)住宅関連事業 住宅プロデュース 

 (4)娯楽事業 テレビゲームソフト販売、FC本部等 

 (5)金融事業 総合リース業 

 (6)ネット広告事業 Ｗｅｂサイト上における広告販売枠 

 (7)その他事業 コンサルティング事業（経営コンサルティング）、広報・管理事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、994,164千円であり、その

主なものは親会社の管理部門等にかかる費用であります。 

４ 事業区分の方法の変更 

 前連結会計年度において外食事業を行う株式会社ディア.スープの全株式を売却したことに伴い、当中

間連結会計期間から事業の種類別セグメントの変更を行うこととし、「外食事業」セグメントを廃止

することにいたしました。 
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前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

 
ＤＭＥＳ事業 
（千円） 

ＴＣＬＡ事業
（千円） 

住宅関連事業
（千円） 

娯楽事業 
（千円） 

金融事業 
（千円） 

ネット広告事業
（千円） 

 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 5,088,678 12,699,908 1,685,691 9,637,588 702,896 1,129,882

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

99,551 32,723 2,316 ― 1,180 ―

計 5,188,229 12,732,631 1,688,007 9,637,588 704,077 1,129,882

営業費用 3,580,297 12,761,861 1,420,347 9,721,833 630,778 234,676

営業利益又は営業損失（△） 1,607,932 △29,230 267,659 △84,245 73,298 895,206

 

 
外食事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 
 

 

(1）外部顧客に対する売上高 319,907 271,252 31,535,806 31,535,806 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

8,070 24,210 168,051 (168,051) ― 

計 327,977 295,462 31,703,857 (168,051) 31,535,806 

営業費用 336,335 58,597 28,744,728 776,861 29,521,589 

営業利益又は営業損失（△） △8,357 236,865 2,959,129 (944,913) 2,014,216 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、製品の種類、性質等の類似性を考慮して

「ＤＭＥＳ事業」、「ＴＣＬＡ事業」、「外食事業」、「住宅関連事業」、「娯楽事業」、「金融事

業」、「ネット広告事業」及び「その他事業」に区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1)ＤＭＥＳ事業 Ｗｅｂサイトの構築、営業支援及び管理・運営 

 (2)ＴＣＬＡ事業 車買取販売、車の修理サービス、車に関わる損害保険等の販売代理 

 (3)外食事業 創作スープ専門店 

 (4)住宅関連事業 住宅プロデュース 

 (5)娯楽事業 テレビゲームソフト販売、FC本部等 

 (6)金融事業  総合リース業 

 (7)ネット広告事業  Ｗｅｂサイト上における広告枠販売 

 (5)その他事業 コンサルティング事業（経営コンサルティング）、広報・管理事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,155,447千円であり、そ

の主なものは親会社の管理部門等にかかる費用であります。 

     

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日）においては、本邦以外の国又

は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自 平

成16年７月１日 至17年６月30日）においては、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、

いずれも90%を超えるため、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】 

 前中間連結会計期間（自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日）においては、海外売上高がな

いため該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自 平

成16年７月１日 至17年６月30日）において海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略

しております。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資
産額 

43,448円47銭 92,750円24銭 67,997円25銭

１株当たり中間
（当期）純利益 

659円56銭 △3,127円63銭 4,104円68銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
（当期）純利益 

651円81銭 －円－銭 4,002円62銭

  当社は、平成16年２月20日

付で株式１株につき５株の株

式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合

の前中間連結会計期間におけ

る１株当たり情報について

は、以下のとおりとなりま

す。 

  

  
１株当たり純資産額 

 15,393円65銭

１株当たり中間純利益 

 2,384円69銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

 2,349円58銭
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（注）1. １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

次のとおりであります。 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益 85,367千円 △498,956千円 561,507千円 

普通株主に帰属しない金額 － － 30,000千円 

（うち利益処分による役員賞
与金） 

－ － (30,000千円)

普通株式に係る中間（当期）
純利益 

85,367千円 △498,956千円 531,507千円 

期中平均株式数 129,431株 159,532株 129,488株 

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益 

   

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 1,539株 －株 3,302株 

（うち新株予約権） (1,539株) (  －株) (1,290株)

（うち新株予約権付社債） (1,539株) (   －株) (2,012株)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

平成16年９月22日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権2,992個） 

普通株式   2,992株 

なお、概要は「第４提

出会社の状況、１株式

等の状況、(２)新株予

約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

平成16年９月22日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権2,646個） 

普通株式    2,646株 

平成14年９月26日定時株

主総会決議ストックオプ

シ ョ ン （ 新 株 予 約 権  

895個） 

普通株式    895株 

なお、概要は「第４提

出会社の状況、１株式

等の状況、(２)新株予

約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

平成16年９月22日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権2,876個） 

普通株式    2,876株 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１．株式取得による会社等の買収 

（株式会社ジップ） 

当社は、商品車両供給を支える周

辺事業の統合・連携が必要と考え、

平成17年1月31日開催の当社取締役

会において、株式会社ジップ（本

社：埼玉県越谷市、代表取締役社長 

神川薫）の発行済株式の一部を取得

し子会社とすることについて決議い

たしました。株式の取得及び当該会

社の概要は以下のとおりでありま

す。 

(1) 会社の名称 

株式会社ジップ 

(2) 所在地 

埼玉県越谷市川柳町４-245-１ 

(3) 事業の内容 

輸入自動車オークション運営 

(4) 取得日 

平成17年１月31日 

(5) 事業規模（平成16年９月期） 
 

資本金 250,000千円

営業収益 1,634,270千円

営業利益 10,296千円

経常利益 8,943千円

当期純利益 9,575千円
  
(6) 取得株式数 

2,577株(取得後持株比率

51.54%） 

(7) 取得価額 

  128,850千円 

１．子会社間の合併 

当社の連結子会社であります株式

会社明響社と株式会社アクトは、平

成18年２月１日に合併いたし、株式

会社ＮＥＳＴＡＧＥに商号変更いた

しました。 

なお、合併後の状況は下記のとおり

であります。 

(1) 資本金 

1,233,030,896円 

（合併に際し、資本金は増加い

たしません） 

(2) 発行済株式数 

27,363,234株 

(3) 当社の持株比率 

59.13% 

(4) 決算期 

９月30日 

１．第三者割当増資引受 

当社は、８月５日開催の取締役会

において、独自の理論体系「パース

ペクティブ・インテグレーション

（Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ Ｉｎｔ

ｅｇｒａｔｉｏｎ）」を基盤にマー

ケティング分野を中心とした予測シ

ステムの開発ならびに、戦略立案等

のコンサルティング事業を展開して

いる株式会社トリプルエスが第三者

増資の形で発行する新株の引受を決

議いたしました。 

新株の引受及び当該会社の概要は

以下のとおりであります。 

(1）会社の名称   

株式会社トリプルエス 

(2）所在地 

東京都中央区築地二丁目１番２

号 

(3）事業内容      

経営コンサルタント業、コン

ピュータのソフトウエアの開発

及び販売、コンピュータのシス

テム開発及びインテグレーショ

ン、特許権の取得・保有・運

用、出版業 

(4）引受株式数 

   普通株式3,500株 

(4）引受価格 

50,000円（１株につき） 

(6) 引受価格の総額 

175,000,000円 

(7) 払込期日 

  平成17年８月５日 

(8) 取得株式数 

3,500株(取得後持分比率60.8

％） 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

（関西リース株式会社） 

当社は、収益機会の増大、事業基

盤の拡充・安定化を目的として、平

成17年２月14日開催の当社取締役会

において、関西リース株式会社（本

社：広島県福山市、代表取締役社長 

亀岡哲昭）の発行済株式の一部を取

得し子会社とすることについて決議

いたしました。株式の取得及び当該

会社の概要は以下のとおりでありま

す。 

(1) 会社の名称 

関西リース株式会社 

(2) 所在地 

広島県福山市丸之内２-９-13 

(3) 事業の内容 

総合リース業 

(4) 取得日 

平成17年３月３日 

(5) 事業規模（平成16年３月期） 
 

資本金 30,000千円

営業収益 2,417,904千円

営業利益 205,250千円

経常利益 220,459千円

当期純利益 169,425千円
  
(6) 取得株式数 

306株(取得後持株比率51.00%） 

(7) 取得価額 

  850,000千円 

（株式会社明響社） 

当社は、株式会社明響社（本社：

大阪府豊中市、代表者 土井丈二）

と業務・資本提携を締結し、娯楽事

業の戦略展開を推進するため、平成

17年２月17日開催の取締役会におい

て、株式会社明響社の株式を公開買

付けにより取得し子会社とすること

を決議いたしました。 

２．シンジケーション方式によるコ

ミットメントライン契約の締結（平

成18年1月25日契約） 

当社は、平成18年１月25日、株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行をアレン

ジャーとする総額23億円のコミット

メントライン契約を締結いたし、平

成18年１月30日に全額実行いたしま

した(借入期間：平成18年１月30日

より３ヶ月間)。  

(1) コミットメントライン設定の目

    的 

資金調達枠をあらかじめ確保す

ることにより、資金需要に対する

機動性と安全性を確保すること、

並びに複数の金融機関から受ける

融資や返済の窓口を一本化し、融

資条件の統一と事務作業の軽減を

図ることを目的とするものであり

ます。 

(2) コミットメントラインの内容 

① 契約金額 

  23億円 

② 契約締結日 

  平成18年１月25日 

③ 契約期間 

  平成18年１月25日から364日間 

④ 契約形態 

シンジケーション方式リボルビ

ング・クレジット・ファシリ

ティ 

⑤ アレンジャー 

  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑥ エージェント 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑦ 参加金融機関 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  

株式会社常陽銀行 

株式会社広島銀行 

東銀リース株式会社 

株式会社滋賀銀行 

株式会社静岡銀行 

ダイヤモンドリース株式会社 

株式会社南都銀行 

株式会社みなと銀行 

２．転換社債型新株予約権付社債

の権利行使について 

当事業年度終了後、平成17年７

月１日から平成17年８月23日まで

に、転換社債型新株予約権付社債

の権利行使による新株への転換が

行われました。その概要は次のと

おりです。 

 (1)転換社債型新株予約権付社債

の減少額 

5,800,000千円 

 (2)資本金の増加額 

2,900,017千円 

(3)資本準備金の増加額 

2,899,982千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式 20,037.37株 

(5)新株の配当起算日 

平成17年７月１日 

 

３．子会社株式の買付け 

当社は、平成17年９月16日開催

の当社取締役会において連結子会

社である株式会社明響社の第1回無

担保転換社債型新株予約権付社債

発行に伴う株式の希薄化に応じ、

当社の保有比率を維持するため、

当該子会社株式1,695,000株の買付

を決議いたしました。 

 

４．株式取得による会社の買収 

当社は、平成17年９月26日開催

の当社取締役会において株式会社

ティーネットの一部株式を取得し

子会社化することを決議いたしま

した。 

当該会社の概要は以下のとおり

です。 

（1）会社の名称  

株式会社ティーネット 

（2）所在地    

東京都中央区日本橋小伝馬町６

－13 日本橋岡野ビル 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

(1）対象会社の概況 

① 商号 

   株式会社明響社 

 ② 本社所在地 

   大阪府豊中市岡町２－５ 

③ 事業の内容 

 ＴＶゲーム専門店「ＴＶパニッ

ク」のＦＣ展開。ＣＤ・書籍等

の卸やシステム開発。 

④ 資本金 

   731,336千円 

（平成17年１月31日現在） 

（2）公開買付の概況 

① 買付けを行う株券の種類 

   普通株式 

② 公開買付け期間 

   平成17年２月18日から 

平成17年３月10日 

③ 買付け価格 

   １株あたり300円 

④ 買付け予定株式総数 

   2,700,000株 

（注１）応募株券の総数が買付

予定数に満たない場合は、応募株

券の全部の買付けを行いません。 

⑤ 公開買付けによる所有株式の異

動 

買付前所有株式数 

       0株(所有比率  0％) 

買付後所有株式数 

  2,700,000株(所有比率51.04％) 

（注１）所有比率は対象者の発行

済株式総数5,289,268株（平成16年

9月30日現在）を基準に算出してお

ります。  

（注２）買付予定株式数2,700,000

株を買付けた場合に当社が取得す

る議決権は51.69％となります。こ

の場合の議決権の比率は、平成16

年９月30日現在の総株主の議決権

数5,223個（単元未満株式2,268株

に関わる単元未満議決権数２個を

含み、自己株式の議決権66個を除

く）をもとに計算しております。 

⑧ 財務制限条項 

  下記の条項に抵触した場合、

多数貸付人の請求に基づくエー

ジェントの借入人に対する通知

により、契約上の全ての債務に

ついて期限の利益を失い、直ち

に借入金及び利息を支払うこと

になっております。 

   (ｲ) 各決算期末及び中間決算期

末における単体及び連結貸借対

照表上の資本の部の金額が、直

前の決算期末、中間決算期末又

は平成17年６月期末における当

該単体及び連結の貸借対照表上

の資本の部の金額のいずれか大

きい方の75％の金額以上にそれ

ぞれ維持すること。 

   (ﾛ) 各決算期及び中間決算期に

おける単体及び連結の営業損益

及び経常損益に関して、それぞ

れ２半期連続して損失計上しな

いこと。 

   (ﾊ) 各決算期及び中間決算期に

おける単体及び連結の貸借対照

表における有利子負債の合計額

から現預金の合計金額を差し引

いた金額を資本の部の金額で除

した数値を2.5以下にそれぞれ

維持すること。 

 

（平成18年２月10日契約） 

当社は、平成17年2月14日、

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を

アレンジャーとする総額30億円

のコミットメントライン契約を

完了いたし、引き続き、平成18

年２月10日、株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行をアレンジャーとす

る総額27億円のコミットメント

ライン契約を締結いたしまし

た。 

（3）事業の内容  

 ①自動車関連事業 

（イ）中古車情報マガジン

「カッチャオ関東版」「カッ

チャオ関西版」の編集・発行 

（ロ）中古車情報検索サイト

「クラブチャオ．コム」の経営

 ②ウェブマーケティング事業 

（イ）Webサービスに関する企

画・コンサルティング 

（ロ）インターネットプロモー

ションに関する企画・コンサル

ティング 

（4）事業規模 

 ①資本金   165,000千円 

（平成17年８月31日現在） 

 ②営業収益 2,612,821千円 

（平成16年９月期実績） 

 ③営業利益   74,204千円 

（平成16年９月期実績） 

 ④経常利益   19,241千円 

（平成16年９月期実績） 

⑤当期純利益1,521,502千円 

（平成16年９月期実績） 

（5）取得株式数 6,000株 

（取得後持分比率53.81％） 

（6）異動年月日 平成17年９月30日

株券譲受け（予定） 

 

５．新株予約権の付与 

 平成17年９月29日開催の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及

び商法第280条ノ21の規定に基づ

き、以下のようにストックオプショ

ンとして新株予約権を発行すること

を決議いたしました。 

(1）株主以外の者に対して、特に有

利な条件をもって新株予約権を

発行する理由： 

   当社並びに当社の子会社の取

締役、従業員及び顧問の業績向

上に対する意欲や士気を高める

こと、当社社外協力者の当社に

対する参加意識を高めることに

より当社の業績向上を図ること

並びに当社監査役の適正な監査

に対する意識を高めることによ

り当社の健全な経営と社会的信

頼の向上を図ることを目的とし

て、新株予約権を付与するもの

であります。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

２．シンジケーション方式によるコ

ミットメントライン契約の締結 

当社は、平成17年２月14日、

株式会社東京三菱銀行をアレン

ジャーとする総額30億円のコ

ミットメントライン契約を締結

いたしました。  

(1) コミットメントライン設定の目

的 

資金調達枠をあらかじめ確保

することにより、資金需要に対

する機動性と安全性を確保する

こと、並びに複数の金融機関か

ら受ける融資や返済の窓口を一

本化し、融資条件の統一と事務

作業の軽減を図ることを目的と

するものであります。 

(2) コミットメントラインの内容 

① 契約金額 

  30億円 

② 契約締結日 

  平成17年２月14日 

③ 契約期間 

  平成17年２月14日から364日間 

④ 契約形態 

シンジケーション方式リボルビ

ング・クレジット・ファシリ

ティ 

⑤ アレンジャー 

  株式会社東京三菱銀行 

⑥ エージェント 

株式会社東京三菱銀行 

 ⑦ 参加金融機関 

株式会社東京三菱銀行  

農林中央金庫  

兵庫県信用農業協同組合連合会  

株式会社百十四銀行  

株式会社山陰合同銀行  

株式会社岐阜銀行  

株式会社千葉興業銀行  

株式会社伊予銀行  

株式会社滋賀銀行  

株式会社徳島銀行 

(1) コミットメントライン設定の目

的 

資金調達枠をあらかじめ確保

することにより、資金需要に対

する機動性と安全性を確保する

こと、並びに複数の金融機関か

ら受ける融資や返済の窓口を一

本化し、融資条件の統一と事務

作業の軽減を図ることを目的と

するものであります。 

(2) コミットメントラインの内容 

① 契約金額 

27億円 

② 契約締結日 

平成18年２月10日 

③ 契約期間 

平成18年２月10日から364日間 

④ 契約形態 

シンジケーション方式リボルビ

ング・クレジット・ファシリ

ティ 

⑤ アレンジャー 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑥ エージェント 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑦ 参加金融機関 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  

農林中央金庫  

兵庫県信用農業協同組合連合会 

株式会社百十四銀行  

株式会社山陰合同銀行  

株式会社千葉興業銀行  

株式会社伊予銀行  

株式会社滋賀銀行  

⑧ 財務制限条項 

 下記の条項に抵触した場合、多

数貸付人の請求に基づくエージェ

ントの借入人に対する通知によ

り、契約上の全ての債務について

期限の利益を失い、直ちに借入金

及び利息を支払うことになってお

ります。 

(2）割当の対象者： 

 当社並びに当社の子会社の取

締役、監査役、従業員及び顧問

並びに当社社外協力者 

(3）新株予約権の目的となる株式の

種類及び数： 

 当社普通株式5,000株を総株

式数の上限とする。 

(4）発行する新株予約権の総数： 

 5,000個を上限とする。 

(5）新株予約権の発行価額： 

 無償で発行するものとする。

(6）新株予約権の行使時の払込金

額： 

 新株予約権の行使に際して払

込をすべき１株当たりの金額

（以下「行使価額」という。）

は、新株予約権発行の日（以下

「発行日」という。）の属する

月の前月各日（取引が成立しな

い日を除く。）における大阪証

券取引所における当社株式普通

取引の終値の平均値に1.05を乗

じた金額とし、１円未満は切り

上げる。 

 ただし、その価額が発行日の

終値（取引が成立しない場合は

それに先立つ直近日の終値）を

下回る場合は、発行日の終値と

する。 

(7）新株予約権の行使期間： 

 平成19年10月１日から平成21

年10月31日まで 

(8）新株予約権の行使の条件： 

① 新株予約権の発行時におい

て当社または当社子会社の取締

役、監査役もしくは従業員で

あった新株予約権者は、新株予

約権の行使時において、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査

役もしくは従業員の地位にある

ことを要す。 

② 新株予約権の発行時におい

て当社または当社子会社の顧問

であった新株予約権者は、新株

予約権の行使時において、当社

または当社子会社と顧問契約を

締結している顧問であることを

要す。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

(3) 資金使途 

運転資金としてのみ使用いたし

ます。 

３．重要な自己株式の取得 

平成17年３月２日開催の当社取締

役会において、商法第211条ノ３第

１項第２号の規定に基づき、経営環

境の変化に対応した機動的な資本政

策を遂行するため、自己株式4,200

株（上限）の取得を決議し、実行い

たしました。 

買付けの結果は次のとおりでありま

す。 

(1）取得した株式の種類 

普通株式 

(2）取得した株式の総数 

4,200株 

(3）取得価格 

１株につき289,000円 

(4）取得価額の総額 

1,213,800,000円 

(5）取得日 

平成17年３月３日 

(6）取得方法 

株式会社大阪証券取引所におけ

る「自己株式取得のための単一

銘柄取引」による買付け 

  (ｲ) 各決算期末及び中間決算期末

における単体及び連結貸借対照

表上の資本の部の金額が、直前

の決算期末、中間決算期末又は

平成17年６月期末における当該

単体及び連結の貸借対照表上の

資本の部の金額のいずれか大き

い方の75％の金額以上にそれぞ

れ維持すること。 

 (ﾛ) 各決算期及び中間決算期にお

ける単体及び連結の営業損益及

び経常損益に関して、それぞれ

２半期連続して損失計上しない

こと。 

 (ﾊ) 各決算期及び中間決算期にお

ける単体及び連結の貸借対照

表における有利子負債の合計

額から現預金の合計金額を差

し引いた金額を資本の部の金

額で除した数値を3.0以下にそ

れぞれ維持すること。 

③ 新株予約権の発行時におい

て当社の社外協力者であった新

株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社または当社

子会社と業務委託契約を締結し

ている社外協力者であることを

要す。 

④ 新株予約権者の相続人によ

る新株予約権の行使は認めな

い。 

⑤ このほかの条件は、本総会

および新株予約権発行の取締役

会決議にもとづき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新

株予約権割当契約」に定めると

ころによる。 

(9）新株予約権の消却事由及び要

件： 

① 当社が合併により消滅会社

となる合併契約書が株主総会で

承認された場合、または当社が

株式交換もしくは株式移転によ

り完全子会社となる株式交換契

約書、または株式移転の議案が

株主総会で承認された場合に

は、新株予約権を無償で消却す

ることができる。 

② 新株予約権者が権利行使を

する前に、新株予約権の行使の

条件に該当しなくなったため、

新株予約権の全部または一部に

つき、行使できないものが生じ

たときは、当社は新株予約権を

無償で消却することができる。

(10)新株予約権の譲渡に関する事

項： 

 新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。 

 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 


