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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は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 ％
18年３月期 118,012 （18.2)　 2,394 （11.4)　 3,093 （22.5)　
17年３月期 99,864 (　1.9) 2,148 (187.7) 2,526 (92.4)

 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 ％ ％ ％

18年３月期 1,611 (58.0) 111 33 － － 17.6 8.2 2.6

17年３月期 1,019 （103.8） 72 45 － － 14.3 7.9 2.5

（注） ①持分法投資損益 18年３月期  -百万円 17年３月期 199百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 14,478,629株 17年３月期 14,076,930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、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。

(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

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 41,134 10,808 26.3 686 23

17年３月期 34,778 7,519 21.6 537 22

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年３月期 15,750,996株 17年３月期 13,997,700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

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 1,390 △1,485 1,660 4,719

17年３月期 2,565 △1,561 △179 3,153

(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 6社　持分法適用非連結子会社数 0社　持分法適用関連会社数 0社

　　※　㈱イーネット・ジャパンは、期中に一旦持分法適用会社となりましたが、期末において連結子会社に復帰しております。

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 2社　（除外） 0社　持分法（新規） 0社　（除外） 1社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 64,200  1,300  640  

通　期 134,500  3,600  1,800  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 124円32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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。

-1-



１．企業集団の状況

（１）事業の内容

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は株式会社ノジマ（当社）及び子会社６社により構成されており、事

業はパソコンに代表されるＩＴ・情報関連、携帯電話中心の通信関連、デジタル及びアナログＡＶ関連、家庭用ゲー

ム関連の機器及びソフトの販売並びにそれらに関するソリューション、セットアップ、修理等のサービス提供及び

関連書籍の販売を行なっております。あわせて、家庭用電気製品の販売並びにこれらに付帯する配送・工事業務及

び修理業務、中古品リサイクル業務（買取と販売）を営んでおります。

　事業内容と当社及び子会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。

　なお、当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しております。

部門 会社名 主要取扱商品

コンピュータ（情報機器） 当社
パーソナルコンピュータ、同ソフト、ＰＤＡ、

電子手帳、プリンター、その他周辺機器

コミュニケーション

（通信機器）

当社 携帯電話、ＰＨＳ、電話機、その他周辺機器

㈱テレマックス
通信機器の販売及びその利用権販売に関する代

理店業務

エンターテイメント

(オーディオ・

　ビジュアル)

当社

テレビ、ビデオ、ムービー、コンポーネント、

オーディオ、ラジカセ、カーナビゲーションシ

ステム、車載用テレビ・オーディオ、その他周

辺機器

  ㈱ウェイヴ 映画ＤＶＤソフト及び音楽ＣＤその他関連商品

アプライアンス

（キッチンリビング

等）

空調機器

白物家電
当社

エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、浄水

器、洗濯機、クリーナー、衣類乾燥機、照明機

器、その他関連商品

アミューズメント

 （家庭用ゲーム機器等）
当社

家庭用ゲーム機、同ゲームソフト、その他関連

商品

ホウルセイル（卸売）
ソロン㈱

通信機器の卸売並びにＩＴニューメディアに関

するシステム開発及び販売

㈱ブロードバンド・ジャパン ＡＤＳＬ及びＩＰ電話の卸売代理店業務

ｅ-コマース

（インターネット通販）
㈱イーネット・ジャパン

コンピュータネットワークを利用した情報機器、

情報通信機器、その他デジタル商品の販売及び

ソフト配信等、具体的にはインターネット上で

バーチャルショップ「い～でじ!!」を運営

人材派遣事業

 
㈱オー.ティ.エス 一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業

以上の当社グループについて図示すると次の通りであります。
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（２）関係会社の状況

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

役員の兼務
営業上の
取引

設備の
賃貸借当社役員

（人）
当社従業員
（人）

㈱イーネット・

ジャパン

神奈川県横

浜市
639,128

インターネット上にてバー

チャルショップの運営
44.6 3 － ― ―

ソロン㈱ 同上 160,003

通信機器の卸売並びにＩＴ

ニューメディアに関するシ

ステム開発及び販売

100.0 5 3

当社への

通信機器

の卸売

―

㈱テレマックス 同上 30,000

通信機器の販売及びその利

用権販売に関する代理店業

務

―

(100)
5 2 ― ―

㈱ブロードバン

ド・ジャパン
同上 100,000

ＡＤＳＬ・ＩＰ電話の卸売

代理店業務
100.0 3 1

会員獲得

インセン

ティブ

―

㈱オー．ティ．

エス

 東京都

 品川区
50,000

一般労働者派遣事業及び有

料職業紹介事業
100.0 4 2

 当社への

一般労働

者派遣

― 

 ㈱ウェイヴ
 神奈川県

 横浜市
535,000

映画ＤＶＤソフト及び音楽

ＣＤその他関連商品の販売
100.0 1 －  　－ － 

（注）１．㈱テレマックスは、ソロン（株）が平成14年5月31日をもって㈱テレマックスの議決権を81％から100％取得し、

ソロン㈱の100％子会社になっております。

 　　 ２．（株）イーネット・ジャパンの議決権の所有割合は100分の50未満であるが、実質的な影響力をもっている 

        　 ため連結子会社としたものであります。
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２．経営方針

1.会社経営の基本方針

　 当社の経営理念はデジタル専門店として、ユニークでクォリティの高い商品及びサービスを提供し、社会文化生活の

向上に役立つことを通じて地域、さらには日本の発展に貢献することにあります。

　現在、わが国ではＡＤＳＬ、光回線を中心としたブロードバンドの普及が加速し、またデジタル化も急速に進展してい

ます。また、一部ではＩＴと放送の融合、さらには放送と通信の融合が話題にされています。4月からはワンセグ放送が

始まりこのような傾向に拍車を掛けています。こうした状況の中で、デジタル専門店として当社は、より良い「商品販

売」にとどまらず、お客様の立場に立った「トータルソリュ－ションサービスの提供」を拡充し、多様な生活提案の提供

に注力しています。

　具体的にはＩＴ・デジタル・通信商品の取り扱いにおいて地域No.1を目指し、豊富な品揃えとお買い得No.1の価格政策

に加え、関連するサービス等の提供による多面的な差別化と独創的で革新的かつスピードのある行動を通して、「お客様

の立場に立って顧客満足を向上する」ことを、基本方針にしております。

　そうすることで他社とは一味も二味も違う存在感のある「デジタル一番星！（Ｎｏ．１）」となって地域社会および日

本の発展向上に貢献することを目指しております。

　

2.会社の利益処分に関する基本方針

　当社は株主様への利益還元を最重要経営課題と考えております。

　そのため、事業の拡大とともに、財務体質、収益基盤の強化を図りながら安定的かつ継続的配当を実施することを基本

方針にしてまいりましたが、当期が連結で過去最高益であります事も背景に、平成18年5月8日の取締役会の決議により、

当期下期より1株当り配当金を1円増配し6円とさせていただきます。また平成19年3月期も年間12円(中間6円、期末6円)の

配当を継続させていただきます予定でございます。

　また、昨年度から中間配当を実施し年2回の還元をさらに、配当に加え当社は購入時の商品サービスの割引という株主

優待を実施しております。昨年度実施した株式分割の際、株主優待制度適用の対象を500株以上所有の株主に変更いたし

ておりましたが、本年度上期より株主様への利益還元拡大の意味も含め、100株以上所有の株主を対象とすることで、よ

り多くの株主の皆様へ優待制度をご利用いただけるよう再変更いたしました。

　内部留保資金につきましては、今後の事業拡大および財務体質強化に充当してゆく方針であります。

 3.投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　  当社は、平成16年8月20日に1株を2株にする株式分割を行い投資家の皆様がより投資しやすい環境を整備してまいり

ました。この結果本年度は株主数が顕著に増大し、取引高にも増加が見られます。

　当社株式の流動性は概ね確保されていると考えておりますが、株価や財政状況等を総合的に勘案し適宜施策を実施する

方針です。

4.目標とする経営指標

　当社は、目標とする経営指標として売上高経常利益率4%およびＲＯＡ（総資本経常利益率）7%を掲げ、収益性の向上と

資本の効率性向上を促進してまいります。

5.中長期的経営戦略

  当社の中長期的経営戦略といたしましては、安定的な収益の確保と投下資本効率の高い経営を持続しつつ成長を続ける

ことを重視し、そのための組織及び体制作りを行ってまいります。また、経営理念を共有できる会社とはＭ＆Ａや業務提

携を視野に入れ、ノジマのプレゼンス（存在価値）を高めてまいります。後述のように本年度2月に株式会社ウェィブを

子会社いたしましたのもこの方針に則ったものです。

　収益面に関しては、前期に引き続き、粗利益率アップ、携帯電話を中心とした通信ビジネスの拡充、サービス収入の増

大及び一般販管費の削減等により収益性の更なる強化を目指し、世の中の環境の変化にスピーディーに対応できる販売戦

略及び店舗戦略を展開してまいります。特に店舗戦略につきましては、各部門の力を結集し、果敢なスクラップ＆ビルド

を実施し全店における大型店舗の比率を高める施策をローコストで進めてまいります。

　財務面に関しては、厳しい事業環境の中においても収益向上を持続することにより、金融機関の協力を安定的に得ると

ともに、一方で市場からユニークな発想に基づく直接的な資金調達を実施し、バランスを検討しながら、健全で強固な財

務基盤を築いてまいります。

　人的資源につきましては、お客様や株主を始め、すべての利害関係者に対し、従業員全員が会社の代表者として最高の

サービスを提供できるように、経営方針の徹底と個々人の能力の開発及び教育の充実を図ってまいります。また、正社員

と臨時従業員との待遇上の差別を廃し、オープンで公正な人事評価制度を一層推進し優秀な人材の維持・確保に努めてま

いります。
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また、人的資源については当社グループ内子会社である㈱ＯＴＳも活用し、グループ内外問わず適材適所で人材の有効活

用をしてまいります。

6.会社の対処すべき課題

　わが国経済は、好調な企業業績と緩やかな景気回復があるものの、個人消費の本格回復には至っておりません。

　そうした状況におきまして、デジタル家電業界は、地上波デジタル放送のさらなる広がり、サッカーワールドカップの

開催により薄型大型テレビの販売は順調な伸びを示すものと予想されますが、一方では販売単価のダウンと価格競争の激

化により、業界では引き続き消耗戦が継続されるものと予想されます。

また、今秋実施が予定されているナンバーポータビリティは利用者の利便性の改善となり携帯電話販売の拡大に繋がるも

のになると予想される反面、キャリアー間の競争が激化し価格低下が懸念されます。

　こうした中で、当社は、常にお客様の立場にたって、ノジマグループ全体の知恵を絞ってお客様にご満足いただけるよ

う行動し、その結果としてお客様にご支持いただけるよう努めてまいります。店内においては、豊富な品揃えはもちろん

の事、わかりやすいＰＯＰやプライスを活用し便利でお買い求めいただきやすい売り場を作ってまいります。また、専門

知識を有する商品アドバイザーが、真心を込めたサービスと接客で、お客様をお迎えできるようにしてまいります。

　店舗戦略におきましては、スクラップ＆ビルドをスピーディに推し進め、将来を見据え小型店もしくは業績の芳しくな

い店舗の撤退判断を迅速に行い、大型店舗へのリニューアル並びに複合型ショッピングセンターへの進出を果たして行く

予定です。また、市場ニーズにあった商品構成へとするための改装も積極的に推し進めてまいります。

　企業の再編成につきましては、中長期経営戦略の下、経営理念を共有でき、シナジー効果を期待できる企業とのＭ＆Ａ

および企業提携の可能性を引き続き追求してまいります。
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３．経営成績

1.経営成績

　当期のわが国経済は、企業収益の改善、雇用情勢の改善の兆しがあり、一部には株価上昇による資産効果により個人消

費にも若干の回復傾向がみられましたが、依然として個人消費は本格的な回復には至りませんでした。

そうした状況におきまして、デジタル家電業界は、地上波デジタル放送の広がり、液晶ディスプレイを中心とした薄型大

型テレビの低価格化により表面的には順調な伸びを示したものの、業界全体においては価格競争のさらなる激化が進み、

収益への貢献が非常に厳しいものとなりました。経営戦略と企業体質の優劣により企業格差が拡大する様相を呈しています。

　このような状況の下、当社では、店舗のスクラップ＆ビルドを予定通り行い、不採算店や新店と商圏が重なる4店舗を

閉店し、その一方で4店舗を開店いたしました。(でんわ専門店は除く)

当社における販売の状況につきましては、昨年夏季にオリンピック、猛暑があり本年度にはその反動減が懸念されたもの

の、お客さまの対場に立った顧客満足の増大を推進した結果、ＡＶ及び家電等のデジタル家電商品が比較的好調な売上で

推移いたしました。携帯電話につきましてはオサイフケータイ等第3世代端末の販売が好調で、販売台数は昨年に比べて

堅調な伸びを示しましたが需要期における激しい価格競争の影響を受けました。パソコンにつきましては個人需要の低迷、

低価格化により前年度を下回る結果となりました。

　当社は中長期的な経営戦略に基づく業容拡大と音楽産業を支えるという使命感の下、ＣＤ・ＤＶＤ販売の専門店の株式

会社ウェィブを子会社化しＣＤ・ＤＶＤの拡販のみならず、合わせて新しい店舗作りにより同社の客層に当社の得意分野

である携帯電話をはじめとしたモバイル機器や半導体オーディオを販売、また当社子会社のイーネット・ジャパンへのＣ

Ｄの供給等、当社グループ内においてのシナジー効果に繋げることを狙いとしております。

　このような結果、当期売上高は95,342百万円（前期比11.9％増）、経常利益2,338百万円（前期比2.0％増）、当期純利

益1.298百万円（前期比51.4%増）と増収増益決算となりました。

　また、グループ全体としましては、連結売上高118,012百万円（前期比18.2％増）、経常利益2,346百万円（前期比9.2

　％増）、当期純利益3,093百万円（前期比22.5％増）と過去最高益となりました。

 

　

2.財政状態

　当連結会計年度の「営業活動により得られたキャッシュ・フロー」につきましては、主に税金等調整前当期純利益

（2,835百万円）に加えて、たな卸資産の圧縮等（1,365百万円）により、1,390百万円(前年同期比1,175百万円減)となり

ました。

　「投資活動により使用されたキャッシュ・フロー」につきましては、主に大型店新規出店及び店舗改装に係る設備投資

（△1,214百万円）に加えて新規出店に係る敷金・保証金の差し入れ（△538百万円）により△1,485百万円(同76百万円

増)となりました。

　「財務活動により使用されたキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入金の返済（△2,479百万円）と新たな借

換え(3,000百万円）、及び増資(1,800百万)を行った結果、1,660百万円(同1,839百万円増)となりました。

　 以上の結果、「現金および現金同等物の期末残高」は期首残高に比べ、1,565百万円増加し、4,719百万円となりました。
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3.通期の見通し

　わが国経済は、好調な企業業績と緩やかな景気回復があるものの、個人消費の本格回復には至っておりません。

　そうした状況におきまして、デジタル家電業界は、地上波デジタル放送のさらなる広がり、サッカーワールドカップの

開催により薄型大型テレビの販売は順調な伸びを示すものと予想されますが、一方では販売単価のダウンと価格競争の激

化により、業界では引き続き消耗戦が継続されるものと予想されます。

また、今秋実施が予定されているナンバーポータビリティも携帯電話販売の拡大に繋がるものになると予想される反面、

キャリアー間の競争が激化し価格低下が懸念されます。

　こうした中で、当社は、常にお客様の立場にたって、お客様にご満足いただけるよう行動し、その結果としてお客様に

ご支持いただけるよう努めてまいります。

　なお、平成19年３月期の連結決算の見通しにつきましては、以下のように想定しております。

単位：百万円

 平成19年３月期 前 期 比

売 上 高 134,500 13.9％増

経 常 利 益 3,600 16.3％増

当 期 純 利 益 1,800 11.6％増

 

４．事業等のリスク

  顧客情報漏洩の可能性について

当社は、店舗において購買を希望する顧客に対して会員登録を促し、購買に応じたポイント付与による値引きなどの特典

を設けております。また携帯電話端末販売時には回線開通に必要な最小限の個人情報を入手しております。

　当社は、これらの販売活動を通して顧客から提供を受ける個人プライバシー情報の取り扱いについては、細心の注意を

払い厳重な管理を行っており、現在まで顧客情報の流出による問題は発生しておりませんが、今後、顧客情報の流出によ

り問題が発生した場合、当社への損害賠償請求や信用の低下等により、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31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 ※２ 4,337,210 6,204,691  

２．受取手形及び売掛金 5,435,297 6,249,157  

３．たな卸資産 9,799,479 12,340,929  

４．繰延税金資産 137,634 143,702  

５．その他 1,338,135 1,592,586  

６．貸倒引当金 △465,345 △16,162  

流動資産合計 20,582,410 59.2 26,551,971 64.5 5,969,560

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物及び構築物 ※２ 5,479,543 5,874,708  

減価償却累計額 1,820,357 3,659,186 2,080,688 3,794,020  

２．車輌運搬具 35,142 31,857  

減価償却累計額 21,078 14,063 22,001 9,855  

３．器具備品 2,078,602 2,715,152  

減価償却累計額 1,174,349 904,253 1,522,902 1,192,250  

４．土地 ※２ 1,644,761 1,644,761  

５．建設仮勘定 47,102 36,350  

有形固定資産合計 6,269,365 18.0 6,677,238 16.2 407,872

(2）無形固定資産  

１．ソフトウェア 301,687 426,953  

２．商標権 3,420 3,033  

３.連結調整勘定 399,365 418,573  

４.その他 － 175  

無形固定資産合計 704,473 2.0 848,734 2.0 144,260
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31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）

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 280,618 314,252  

２．長期貸付金 501,036 975  

３．繰延税金資産 730,475 685,531  

４．差入敷金及び保証金 ※２ 4,950,690 5,353,346  

５．その他 ※２ 784,883 728,184  

６．貸倒引当金 △25,587 △25,587  

投資その他の資産合計 7,222,117 20.8 7,056,702 17.1 △165,414

固定資産合計 14,195,956 40.8 14,582,674 35.4 386,718

資産合計 34,778,367 100.0 41,134,646 100.0 6,356,278

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 9,739,441 10,577,334  

２．短期借入金 690,000 1,700,000  

３．１年内返済予定長期借
入金

※２ 2,464,560 3,043,759  

４．1年以内償還予定社債 120,000 1,070,000  

５．未払金 2,385,976 2,339,596  

６．未払法人税等 654,178 959,441  

７．未払消費税等 100,025 104,584  

８．賞与引当金 8,690 118,280  

９．その他 675,874 1,026,577  

流動負債合計 16,838,746 48.4 20,938,025 50.9 4,099,279
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31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）

Ⅱ　固定負債  

１．社債 1,630,000 560,000  

２．長期借入金 ※２ 6,066,600 6,022,840  

３．販売商品保証引当金 753,592 673,622  

４．役員退職引当金 111,395 123,679  

５．退職給付引当金 715,714 900,631  

６.メンバーズカード引当
金

－ 71,609  

７.年金脱退損益引当金 － 101,631  

８．その他 466,444 654,706  

固定負債合計 9,743,747 28.0 9,110,602 22.1 △633,145

負債合計 26,582,493 76.4 30,048,296 73.1 3,465,802

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 676,032 1.9 277,502 0.7 △398,530

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 1,529,572 4.4 2,430,096 5.9 900,524

Ⅱ　資本剰余金 1,945,518 5.6 2,845,078 6.9 899,560

Ⅲ　利益剰余金 4,086,371 11.8 5,549,782 13.5 1,463,410

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

41,989 0.1 60,548 0.2 18,559

Ⅴ　自己株式 △83,609 △0.2 △76,658 △0.2 6,951

資本合計 7,519,841 21.7 10,808,847 26.3 3,289,005

負債、少数株主持分及び
資本合計

34,778,367 100.0 41,134,646 100.0 6,356,278
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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 99,864,940 100.0
118,012,32

1
100.0

18,147,38
1

Ⅱ　売上原価 ※１ 83,952,584 84.1 99,269,046 84.1
15,316,46

2

売上総利益 15,912,355 15.9 18,743,274 15.9 2,830,918

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 1,976,056 2,366,346  

２．貸倒引当金繰入額 464 16,222  

３．給料手当・賞与 4,431,981 4,898,350  

４．賞与引当金繰入額 8,690 －  

５．役員退職引当金繰入額 9,954 14,045  

６．退職給付費用 21,559 83,093  

７．地代家賃 2,342,433 2,686,040  

８．減価償却費 613,722 747,246  

９．その他 4,358,849 13,763,712 13.8 5,536,957 16,348,302 13.9 2,584,590

営業利益 2,148,642 2.1 2,394,971 2.0 198,294

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 28,752 31,550  

２．仕入割引 723,957 793,931  

３．その他 94,106 846,816 0.9 157,399 982,881  136,064

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 229,612 194,409  

２．社債利息 12,287 18,673  

３．持分法による投資損失 199,592 －  

４．その他 27,644 469,137 0.5 70,976 284,059 △0.2 △185,078

経常利益 2,526,322 2.5 3,093,793 2.6 567,471

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 6,811 70,163  

２．投資有価証券評価損戻
入

－ 46,524  

３．賞与引当金戻入 － 5,832  

４.役員退職引当金戻入 － 3,816  

５．持分変動益 209,894 550  

６．固定資産売却益  ※２ 100 －  

７．その他特別利益 138 216,944 0.2 5,554 134,482 0.1 △82,462
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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）

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※３ 37,103 400  

２．固定資産除却損 ※４ 71,107 234,009  

３．保証金等解約損 68,490 7,221  

４．投資有価証券評価損 32,056 －  

５．減損損失 － 38,718  

６．システム障害に伴う過
年度たな卸減耗損

356,323 －  

７．電話加入権評価損 71,045 －  

８. 関係会社投資損失 9,043 －  

９．その他特別損失 25,519 670,689 0.6 112,341 392,690 0.3 △277,998

税金等調整前当期純利
益

2,072,577 2.1 2,835,584 2.4 763,007

法人税、住民税及び事
業税

927,285 1,211,832 284,547

法人税等調整額 50,211 977,496 1.0 26,169 1,238,002 1.1 260,505

少数株主損益 △75,148 0.1 14,363 0.0 89,512

当期純利益 1,019,931 1.0 1,611,946 1.4 592,014
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(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,945,518 1,945,518  

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,945,518 2,845,078 899,560

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,240,840 4,086,371 845,531

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１．当期純利益 1,019,931  1,611,946   

２．連結子会社減少に伴う
増加高

4,096 1,024,028 － 1,611,946 587,918

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 176,011  139,988   

２．自己株式処分差損 2,485 178,496 8,547 148,535 △29,961

Ⅳ　利益剰余金期末残高 4,086,371 5,549,782 1,463,411
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(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益 2,072,577 2,835,584  

有形固定資産減価償却費 605,617 703,741  

固定資産減損損失 － 38,748  

無形固定資産減価償却費 91,298 146,406  

長期前払費用償却費 33,688 41,978  

連結調整勘定当期償却費 1,265 73,472  

役員退職引当金の増加額 9,824 1,284  

退職給付引当金の増加額
（△減少額）

△34,866 16,218  

賞与引当金の減少額 △202,724 △9,090  

貸倒引当金の減少額 △53,403 △449,533  

販売商品保証引当金の増
加額

36,581 △79,970  

受取利息及び受取配当金 △31,029 △34,374  

たな卸資産評価損 276,131 －  

支払利息 229,612 194,409  

社債利息 12,287 18,673  

持分変動益 △209,894 △550  

持分法による投資損失 199,592 －  

固定資産売却損 37,103 237,812  

固定資産売却益 △100 －  

固定資産除却損 71,107 －  

電話加入権評価損 71,045 －  

保証金等解約損 68,490 7,221  

投資有価証券売却益 △6,811 △70,163  

投資有価証券評価益 － △46,524  

投資有価証券評価損 32,056 －  

売上債権の増加額 △683,770 △338,699  

たな卸資産の減少額
（△増加額）

△782,429 △1,365,196  

仕入債務の増加額
（△減少額）

2,007,389 323,626  

未払消費税等の増加額
（△減少額）

△156,567 △32,130  

その他流動資産の増加額 △171,574 △261,375  

その他流動負債の増加額
（△減少額）

180,609 534,333  
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

小計 3,703,108 2,485,902 △1,217,205
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受取額 31,078 34,352  

利息の支払額 △226,302 △220,991  

法人税等の支払額 △941,922 △908,971  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,565,962 1,390,292 △1,175,669

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

△40 △300,092  

投資有価証券の取得によ
る支出

－ △9,000  

投資有価証券の売却によ
る収入

7,190 124,622  

有形固定資産の取得によ
る支出

△821,275 △943,223  

有形固定資産の売却によ
る収入

49,833 27,600  

無形固定資産取得による
支出

△123,560 △271,712  

長期前払費用の取得によ
る支出

△63,882 △63,375  

差入敷金及び保証金の預
入による支出

△646,308 △538,686  

差入敷金及び保証金の償
還による収入

343,818 252,649  

子会社株式の取得による
支出 

－ △207,631  

連結範囲変更を伴う子会
社株式取得による収入 

－ 206,755  

貸付けによる支出 △500,000 △1,550  

貸付金回収による収入 － 500,378  

その他 192,226 △261,793  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,561,999 △1,485,060 76,938
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増額（△
減少額）

△405,000 △391,320  

長期借入による収入 2,100,000 3,000,000  

長期借入金の返済による
支出

△2,218,638 △2,479,420  

社債発行による収入 100,000 －  

社債の償還による支出 △100,000 △120,000  

少数株主へ株式発行によ
る収入

596,625 699  

自己株式取得による支出 △78,244 △9,760  

株式の発行による収入 － 1,800,085  

配当金の支払額 △174,171 △140,080  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△179,428 1,660,204 1,839,632

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

824,533 1,565,387 740,854

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,665,913 3,153,892 487,979

Ⅵ　新規連結による現金及び
現金同等物の増加額

201,949 － △201,949

Ⅶ　連結除外による現金及び
現金同等物の減少額

△538,504 － 538,504

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

3,153,892 4,719,231 1,565,339
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　４社　　　

　　 ソロン㈱

　　 ㈱テレマックス

　　 ㈱イーネット・ジャパン

　　 ㈱ブロードバンド・ジャパン

　※　㈱イーネット・ジャパンは、公募

増資により持分割合が減少したため期中

において連結の範囲から除外しましたが、

その後追加取得により持分割合が増加し

たため再び連結の範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　　　６社　　　

　　 ソロン㈱

　　 ㈱テレマックス

　　 ㈱イーネット・ジャパン

　　 ㈱ブロードバンド・ジャパン

 　　㈱オー．ティ．エス

 　　㈱ウェイヴ

　※　㈱オー．ティ．エス、㈱ウエイブ

は当連結会計期間において新に株式を取

得したため連結の範囲に含めております。

 

 

 

 

(2）非連結子会社の名称

　　㈱デジタル・ルネッサンス

(2）非連結子会社の名称

　　㈱デジタル・ルネッサンス

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の㈱デジタル・ルネッサ

ンスは休眠中であるため当連結会計年度

から連結対象から除いております。

 　上記非連結子会社の総資産、売上高、

当期純損益のうち持分に見合う額及び利

益剰余金等のうち持分に見合う額のそれ

ぞれの合計額は、連結会社の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等のそ

れぞれの合計額に対する影響が軽微であ

り、全体として連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしておりませんので、持分法の

適用をしておりません。

（連結の範囲から除いた理由）

　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

   

２．持分法の適用に関する事項 決算期末においては、該当ありません。

　ただし、㈱イーネット・ジャパンは、

公募増資により関連会社に該当すること

になりましたが、その後追加取得により

持分割合が増加したため、関連会社から

除外しております。

該当ありません。

　

   

   

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべて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。

　㈱ウェイヴを除く全ての連結子会社の

事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ております。㈱ウェイヴは2月末日を決

算日としております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

①子会社株式

移動平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券

a.時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は部分資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

②その他有価証券

a.時価のあるもの

同左

b.時価のないもの

　移動平均法による原価法

b.時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ロ）たな卸資産

商品　移動平均法による低価法

ただし、リサイクル商品（中

古品）については売価還元法

による原価法

(ロ）たな卸資産

商品　移動平均法による低価法

ただし、リサイクル商品（中

古品）、ＣＤについては売価

還元法による原価法　　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）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）につい

ては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

同左

建　　物 27～34 年

構 築 物 10～15 年

器具備品 3～15 年

(ロ）無形固定資産（ソフトウェア）

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(ロ）無形固定資産（ソフトウェア）

同左

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）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、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等の特定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。

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を計上して

おります。

(ロ）賞与引当金

同左

(ハ）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(ハ）役員退職引当金

同左 
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業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。

　数理計算上の差異（92,005千円）に

ついては発生年度に費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理

しております。

(ニ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業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。

　数理計算上の差異（26,967千円）に

ついては発生年度に費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理

しております。

(ホ）販売商品保証引当金

　販売商品のアフターサービスに対す

る費用支出に備えるため、保証期間内

のサービス費用見込額を過去の実績を

基礎にして計上しております。

   (ホ）販売商品保証引当金

同左

 

 

 　(ヘ）メンバーズカード引当金

　販売促進を目的とするポイントカー

ド制に基づき、顧客へ付与したポイン

トの利用に伴う費用負担に備えるため、

利用実績率に基づき将来利用されると

見込まれる額を計上しております。 

 

 

   (ト）年金基金脱退損失引当金

  （株）ウェイブについてパルコ年金

基金を脱退した場合の脱退時の一時金

に相当する額を計上しております。 

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金利ス

ワップのみであり、特例処理を採用し

ております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

　　　　　　同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ方法…借入金

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改

善のため、対象債務の範囲内でヘッジ

会計を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ方法…同左

ヘッジ方針

　　　　　　　　　同左 
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱に

関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　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ケ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。

同左

-23-



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１８年３月３１日）

 

──────

 （固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度より、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「固定資算の

減損に係る会計基準の適用指針第6号　平成15年10月31日)

を摘要しております。これにより税金等調整前当期純利益

は38,748千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 0千円 投資有価証券（株式） 0千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

定期預金 520,060千円

建物 629,759

土地 110,127

差入敷金及び保証金 2,298,364

投資その他の資産　その他 118,019

計 3,676,331

定期預金 520,063千円

建物 602,109

土地 110,127

差入敷金及び保証金 2,126,081

投資その他の資産　その他 109,767

計 3,468,148

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年内返済予定長期借入金 214,560千円

長期借入金 4,014,975

計 4,229,535

１年内返済予定長期借入金 22,912千円

長期借入金 3,445,236

計 3,468,148

  ３　当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行

　行との間に融資枠（コミットメントライン）を設

定しております。

なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づく

借入の実行状況は次のとおりであります。

  ３　当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行

　行との間に融資枠（コミットメントライン）を設

定しております。

なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づく

借入の実行状況は次のとおりであります。

借入枠 2,200,000千円

借入実行残高 －

差引借入未実行残高 2,200,000

借入枠 4,000,000千円

借入実行残高 1,400,000

差引借入未実行残高 2,600,000

　４　当社の発行済株式総数は普通株式14,112,200株であ

ります。

　４　当社の発行済株式総数は普通株式15,846,946株であ

ります。

　５　当社が保有する自己株式数は普通株式114,500株で

あります。

　５　当社が保有する自己株式数は普通株式95,500株であ

ります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　期末商品たな卸高は、低価法による評価損

197,914千円を行った後の金額によって計上されて

おります。

※１　期末商品たな卸高は、低価法による評価損315,545

千円を行った後の金額によって計上されております。

※２　固定資産売却益の内訳

車両運搬具 100千円

計 100

※２　固定資産売却損の内訳

ゴルフ会員権 400千円

計 400

※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物 17,609千円

構築物 854

土地 18,640

計 37,103

建物 105,021千円

構築物 7,071

車両 6,047

器具備品 78,963

ソフトウェア 36,905

計 234,009

※４　固定資産除却損の内訳  ※４　減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

建物 23,169千円

構築物 2,112

器具備品 45,825

計 71,107

場所 用途 種類 その他

 店舗（神奈川

東京都）
店舗設備 

建物及び構

築物 
器具備品 

 

 当社グループは、継続的に損益の把握を実施している店

舗をグルーピングの基本としております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産

グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低い

と判断した店舗について、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（38,748

千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建

物46,804千円及びその他15,114千円であります。

　当資産グループの固定資産回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、主に固定資産税評価額及び減価

償却計算に用いられている税法規定等に基づく残存価額

（取得原価の５％）を基に評価しています。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,337,210千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,183,318

預金及び現金同等物 3,153,892

※　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに㈱イーネット・ジャパンを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に同社株式の取得価額と同社取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。

 （百万円）

流動資産 1,361

固定資産 166

連結調整勘定 154

流動負債 △868

固定負債 △27

少数株主持分 △355

㈱イーネット・ジャパン

株式の取得価額
431

 ㈱イーネット・ジャパン

現金及び現金同等物
633

差引：㈱イーネット・

ジャパン取得のための支

出

△201

  

現金及び預金勘定 6,204,691千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,483,411

預金及び現金同等物 4,721,279
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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

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

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）

車両運搬具 4,050 2,902 1,147

器具備品 311,931 189,429 122,501

ソフトウエア 120,050 61,655 58,395

合計 436,031 253,987 182,043

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）

車両運搬具 4,050 3,712 337

器具備品 276,698 207,291 69,407

ソフトウエア 128,394 92,853 35,541

合計 409,143 303,856 105,286

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 79,896千円

１年超 112,110

合計 192,007

１年内 75,909千円

１年超 36,201

合計 112,110

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 105,047千円

減価償却費相当額 94,603

支払利息相当額 10,380

支払リース料 114,013千円

減価償却費相当額 105,646

支払利息相当額 6,355

４．減価償却費相当額の算定方法

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

株式 89,895 160,632 70,736 164,751 267,936 103,184

小計 89,895 160,632 70,736 164,751 267,936 103,184

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

株式 144,651 90,063 △54,588 14,077 8,013 △6,063

小計 144,651 90,063 △54,588 14,077 8,013 △6,063

合計 234,547 250,695 16,148 178,829 275,950 97,120

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

7,190 6,811 － 124,072 70,163 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

(1）満期保有目的の債券

非上場債券 － －

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 29,923 36,735

計 29,923 36,735
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市場にお

ける利率の上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジ会計を行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　なお取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行である

ため、相手先の契約不履行による、いわゆる信用リスク

はほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係る管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルー

ルに従い、資金担当部門が経理担当取締役の承認を得て

行っております。

(5）取引に係る管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

　金利関連

　すべてヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

イ．退職給付債務　　　　　　　　　　（千円） 684,527 696,098

ロ．未認識過去勤務債務　　　　　　　（千円） 31,186 28,405

ハ．退職給付引当金（イ+ロ） 715,714 724,503

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 21,559 83,093

イ．勤務費用　　　　　　　　　　　　（千円） 99,917 94,149

ロ．利息費用　　　　　　　　　　　　（千円） 17,546 20,783

ハ．数理計算上の差異の費用処理額　　（千円） △92,005 △26,967

ニ．過去勤務債務の費用処理額　　　　（千円） △3,898 △4,872

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

イ．割引率　　　　　　　　　　　　　　（％） 2.5 2.5

ロ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

ハ．数理計算上の差異の処理年数
発生年度に費用処理してお

ります

発生年度に費用処理してお

ります

ニ．過去勤務債務の処理年数（年） 10 10
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

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（流動） （千円）

未払事業税 55,608

商品評価損 39,374

未払賞与 29,142

未払事業所税 9,828

その他 3,681

137,634

繰延税金資産（固定）

役員退職引当金否認 42,904

退職給付費用否認 274,404

減価償却超過額 8,990

投資有価証券評価損 78,317

会員権評価損 29,509

貸倒引当金繰入限度超過額 5,199

販売商品保証引当金 306,260

その他有価証券評価差額金 △28,747

その他 13,637

730,475

繰延税金資産（流動） （千円）

未払事業税 77,870

商品評価損 33,656

未払賞与 －

未払事業所税 10,702

その他 10,067

143,702

繰延税金資産（固定）

役員退職引当金否認 49,166

退職給付費用否認 297,419

減価償却超過額 5,940

投資有価証券評価損 59,409

会員権評価損 16,846

貸倒引当金繰入限度超過額 5,199

販売商品保証引当金 273,759

その他有価証券評価差額金 △41,122

その他 19,247

685,863

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6%

留保金額に対する税額 3.9%

住民税均等割額 1.8%

交際費等永久に損金不算入の項目 0.1%

IT投資促進税制 △0.6%

持分変動益 △4.1%

持分法投資損益 3.9%

その他 1.5%

税効果会計適用後の法人税額の負担率 47.1%

法定実効税率 43.5%

留保金額に対する税額 －%

住民税均等割額 1.4%

交際費等永久に損金不算入の項目 0.5%

IT投資促進税制 -1.5%

持分変動益 －%

持分法投資損益 －%

その他 -0.2%

税効果会計適用後の法人税額の負担率 43.7%
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⑥　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高、営業利益及び資産の

金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合が、い

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高、営業利益及び資産の

金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合が、い

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（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 氏名 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
所有（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

兼務等
事業上の
関係

役員の近

親者
野島絹代

神奈川県相

模原市
－ なし

（被所有）

直接13.5% 

間接10.6%

－ －
不動産（倉庫)

の賃借
3,798 地代家賃 －

　（注）１．取引金額には消費税等を含んでおりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方法等

倉庫の賃借料単価については、三菱信託銀行㈱が提示した参考資料を基に決定しております。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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
所有（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

兼務等
事業上の
関係

役員の近

親者
野島絹代

神奈川県相

模原市
－ なし

（被所有）

直接13.5% 

間接10.6%

－ －
不動産（倉庫)

の賃借
3,798 地代家賃 －

　（注）１．取引金額には消費税等を含んでおりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方法等

倉庫の賃借料単価については、三菱信託銀行㈱が提示した参考資料を基に決定しております。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額    537円　22銭       686円　23銭

１株当たり当期純利益   72円　45銭     111円　33銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －  

当社は、平成16年8月20日付で株式１株につ

き２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し

た場合の１株当たり情報については、次のと

おりとなります。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

479.27円　　　　　　

１株当たり当期純利益

36.49円　　　　　　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　　　　　　　　－

 

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載してお

りません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益（千円） 1,019,931 1,611,946

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,019,931 1,611,946

期中平均株式数（株） 14,076,930 14,478,629

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権（ストックオプション）

１種類。これらの詳細は、「第４提

会社の状況、１株式等の状況（２）

新株式予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

同左
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．品目別売上高

科目
（前決算連結会計期間
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

（当決算連結会計期間末
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）

パソコン 24,609,659 24,355,685

通信・ＯＡ機器 30,766,557 39,257,719

コンピュータ関連商品 12,129,584 14,226,864

テレビ 7,354,324 10,313,342

ビデオ 4,459,086 4,363,169

オーディオ 2,995,674 3,683,231

オーディオ・ビジュアル関連商品 1,840,337 2,134,245

季節品 3,473,567 4,559,495

家電品 8,823,536 11,108,855

工事・サービス 2,596,030 2,656,509

その他 816,579 1,353,202

合計 99,864,940 118,012,321
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