
(財)財務会計基準機構会員  
平成18年３月期 決算短信（連結） 平成18年５月11日

上場会社名 株式会社ライブドアオート 上場取引所 東証２部

コード番号 7602 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.livedoorauto.com/)

代　 表 　者　役職名 代表取締役社長 氏名　井上　博文

問合せ責任者　役職名 代表取締役社長 氏名　井上　博文 ＴＥＬ　　（０３）５２２７－２３１１

決算取締役会開催日 平成18年５月11日

親会社等の名称
株式会社ライブドア

（コード番号：４７５３）
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１．18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を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 40,961 △4.9 △915 ― △1,209 ―

17年３月期 43,062 △12.2 △687 ― △1,432 ―

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 △3,391 ― △18 75 ― ― △21.6 △5.8 △3.0

17年３月期 △1,998 ― △28 46 ― ― △25.9 △8.2 △3.3

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △238百万円 17年３月期 △298百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 180,821,915株 17年３月期 70,204,651株

③会計処理の方法の変更 有

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

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 24,459 22,146 90.5 93 85

17年３月期 16,960 9,272 54.7 91 31

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 235,975,010株 17年３月期 101,542,490株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 △1,681 4,488 12,243 16,327

17年３月期 △645 △682 556 1,277

(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 4社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ―社 （除外） 2社 持分法（新規） ―社 （除外） 1社

２．19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 18,200 △790 △920

通　期 39,000 △810 △1,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　△4円　66銭

※　上記の業績につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な

要因によって見通しと異なる場合がありえることをご承知おき願います。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、親会社、当社と連結子会社４社、および持分法適用会社１社により構成されており、その主な事

業内容は、自動車関連事業であり、当社グループを構成している主な各会社間の取引の概要は以下の図のとおりであり

ます。

【事業系統図】
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イー・ロジスティックス株式会社 

 

 

自動車関連事業の取引 

自動車関連のファイナンス 

AAﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｼｽﾃﾑ株式会社 

株式会社 オートサーバー 

自動車の陸送業務 

 

オートオークション 

（※２） 

（※２） 
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株式会社ライブドア 

（※１） 

出資 

（注）

※１　親会社

※２　連結子会社

※３　持分法適用会社

その他の子会社

・　株式会社ジェイ・ファイナンス（その他）※２

・　株式会社ジャックアカウンティング（その他）※２
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２．経営方針
a.会社の経営の基本方針

　当社及び当社グループは、新生ライブドアオートの誕生に向けていま一度、創業の精神に立ち返り、企業理念の実

現に向けて取り組んでまいります。創業の理念である「自動車の流通革命」を通じて、お客様不在の従来の流通形態

を変革し、お客様本位の自動車流通モデルの確立を実現することで、健全な中古車業界の発展を牽引するとともにお

客様や地域、社会に貢献できる企業を目指してまいります。

また、当社及び当社グループが持つ全国規模での買取・販売サービス網やインターネットを駆使したネット戦略等を

最大限に活用し、“革新的な自動車流通の創造”と“より便利な自動車関連サービスの提供”を実現することで、お

客様満足度のより一層の向上を図るとともにビジネスチャンスの増大並びに収益性の向上に努めてまいります。

　そして、お客様、株主、取引先、社会、従業員など当社に関わるすべてのステークホルダーに価値と満足をもたら

すことを目指し、さらなる飛躍と企業価値の向上にむけて全社一丸となって邁進してまいります。

b.会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、当社は株主各位に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事業展

開と経営体質の強化のための必要な内部留保を確保しつつ、安定的に適正な利益還元の実行を基本方針としております。

　しかしながら当期におきましては、早急な収益基盤の強化と営業体質の改善を図っておりましたが、業績の回復が

遅れており、また、親会社の不祥事による影響等もあり単体決算において大幅な当期損失となりましたため、誠に遺

憾ではありますが、配当を見送らざるを得ない状態となっております。

　当社は早急に業績の回復と収益の黒字化を達成するべく邁進し、必ずや配当政策を実行いたしたいと考えております。

c.目標とする経営指標

　当社は高収益企業への変革を目指しており、事業展開に際し重視している経営指標は、営業利益の増大と利益率の

改善であります。加えてROE（株主資本当期純利益率）の向上を重要な経営指標と考えております。。

 

d.中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　当社及び当社グループは、親会社の不祥事による影響を払拭し、信頼回復の早期実現、営業体制の再構築による収

益基盤の強化、平成19年度連結黒字化達成と財務体質の強化を基本方針として、経営に取り組んでまいります。具体

的には、社名変更による新CIの策定やエリアブロック制の導入を基本とし、以下の施策を断行することで、再び高い

収益性と価値あるブランドをもった企業グループとして生まれ変わろうとするものであります。

(1)　信頼回復の早期実現

　親会社の不祥事に起因し、毀損した「ライブドア・ブランド」による営業への影響を最小限に抑えるとともに、

再びお客様から信頼されるブランドを構築すべく、社名変更および新CIの採用を計画しております。また、親会

社である株式会社ライブドアとの資本・業務提携の解消を視野に入れ、新たな経営体制の構築にも取り組んでま

いります。

(2)　エリアブロック制の導入

　今後の経営にあたっては、直営によるナショナルチェーン（全国展開）の強みを軸に、継続的な成長を最大限

に引き出せる営業体制に再編します。具体的には、大規模販売店「カートレット」を中心に買取店舗をサテライ

ト的に配置するエリアブロック別独立事業体への転換を図ることで、そのエリアでの相乗効果を最大限に高め、

より強固な店舗ネットワークの構築と収益基盤の強化を実現してまいります。

(3)　積極的な店舗展開

　【カートレット(大規模中古車販売店舗)】現在の空白地域である、東海エリア、九州エリアへの新規出店によ

り月間販売台数（小売）1,500台体制を構築し、エリアブロック別独立事業体体制を確立してまいります。また、

既存店につきましては、エリアブロック別独立事業体の導入を前提に、採算性・将来性・親和性等を踏まえ撤退

等を含め大胆な再編を行ってまいります。

【買取店舗】引き続き生産性の低い店舗の効率化を図るために店舗の再配置を実施し、来店誘致型の高

収益ビジネスモデルへの転換を図ります。また、大規模販売店「カートレット」を中心としたエリアにドミナン

ト出店（地域集中出店）することで、生産性の向上と車両買取力の強化、さらに販売機能も兼ね備えた「買取・

販売複合店舗化」を図ります。

(4)　積極的なM&A、業務提携の推進

　資金を有効的に活用すべく、競争力・収益性の強化を目指した戦略的なM&Aや業務提携など積極的に推進してま

いります。

(5)　新規事業の拡充・事業化

　①海外輸出による販売強化

　　海外展開による国内在庫の最適化と新興市場における販路開拓を目指し、国内では商品化の難しい車両の海
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外市場への輸出を展開。外部パートナーとの提携・ノウハウ享受により低リスクでの参入を目指します。

　②自動車ネットオークションの確立

　　インターネットを基盤とした新たな流通形態の構築を目指し、ネットビジネスパートナーとの提携を推進。

インターネットを駆使したネット戦略に、当社が持つリアル店舗やネットワークを融合させることで、個人間売

買型（CtoCモデル）または買取直販型（BtoCモデル）ネットオークションによるクルマの売買など、新たな流通

形態を創造することで、販路拡大と効率化による収益性の向上を目指します。

　③自動車関連金融ビジネスの拡大

　　当社子会社AAフィナンシャル・システム株式会社を通じた、業者向けオークション決済短期資金ファイナン

スの拡充や輸入車ディーラー向け仕入資金ファイナンスの提供、個人間オークション決済ローンの開発・提供な

ど自動車関連金融ビジネスの拡大および事業化を推進してまいります。

(6)　付加価値の提供

異業種からの参入や競争激化に伴う価格競争の激化に対し、当社ではお客様満足度を感動レベルまで引

き上げることにより、他社との差別化を図り、お客様から信頼され選ばれる企業となるよう取り組んでまいりま

す。また、徹底した品質保証、保険、修理・整備、車検、自動車ローンなどトータルカーライフサービスを拡充

および提供することで、安定的な収益の確保を図りながら、お客様にご満足いただけるサービス体制の確立を推

進してまいります。

(7)　総合的コストダウンの推進

買取直販モデルの推進による販売手数料等の圧縮、人材育成による従業員一人当たりの生産性の向上、

経費削減など総合的なコストダウンの推進を図ることで競争力強化に取り組んでまいります。

(8)　人材の育成

企業にとって大切なものは「人」との認識に立ち、創造力のある人材の育成に取り組むとともに、人材

の育成を通じ、自由闊達で働き甲斐のある会社を実現してまいります。
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e.親会社等に関する事項

 

 （1）親会社等の商号等  

親会社等の商号 属性 親会社等の議決権所有割合
親会社等が発行する株券が上場されて

いる証券取引所

 株式会社ライブドア 親会社  51.00％ なし（非上場） 

（2）親会社等との取引に関する事項

 ①親会社等の企業グループにおける取引関係および人的資本的関係

　 当社の企業価値向上のため実行してきた施策として、商号を「ジャック・ホールディングス」から「ライブドア

オート」に変更し、新ブランド「ライブドアオート」による新店舗展開や来店誘致型の高収益ビジネスモデルへの転

換を目指した買取店舗の再配置・リニューアルオープン、及び新たなマーケティング戦略と営業体制強化による売上

高・利益の増加策を実行してまいりました。また、当社の第2の事業収益の柱として親会社の企業グループとの共同に

よるインターネットを駆使した中古自動車流通システムの構築によりCtoCモデルの確立を目指しており、親会社の企

業グループが展開するインターネット・オークションサービス「livedoorオークション」をもって国内の中古車流通

に斬新的な革命を計画しておりました。当社の新ブランドによる新店舗展開やCtoCモデルの新規ビジネスの確立にあ

たり、親会社の企業グループとの一定の協力関係を保つ必要があると認識し、当社は親会社の企業グループの持つブ

ランド戦略やインターネットサイトの構築およびインターネット流通システムの構築等に係る様々な技術およびノウ

ハウ取得を目的として、親会社の企業グループとの兼任取締役6名、監査役2名が就任しておりました。なお、当期末

現在におきましては、取締役2名が親会社の企業グループとの取締役及び従業員を兼任しております。

今期、親会社の企業グループとの取引額は、株式会社ミクプランニングの建物附属設備等513百万円、株式会社ライブ

ドアマーケティングの広告宣伝費用82百万円、株式会社ライブドアファイナンスの新基幹システム開発費用特別損失

44百万円、株式会社ライブドアの販促費用等2百万円、であります。

また、平成17年12月19日付けで当社からAAフィナンシャル・システム（当社完全子会社）を通じ、親会社のグループ

企業2社に合計100億円を資金貸付いたしましたが、返済期日である平成18年3月20日までに全額返済を受けております。

②親会社等の企業グループに属する事業上のリスク、取引関係や人的・資本的関係等から受ける経営・事業活動への

影響等

当社は、親会社の企業グループのブランド戦略や共同によるインターネットを駆使した中古車自動車流通システムの

構築によるCtoCモデルを確立するための技術およびノウハウの取得目的として、親会社の企業グループと一定の協力

関係を構築しておりました。このような中、当社の取締役11名のうち6名は親会社の企業グループの取締役及び従業員

を兼任していたことから、親会社のブランド戦略やCtoCモデル確立に関する方針などが当社の経営方針の決定等につ

いて、影響を及ぼし得る状況にありました。親会社の企業グループに属することによる事業上のリスクとして、平成

18年1月16日の親会社の強制捜査から始まった一連の不祥事に起因し、子会社である当社においても多大なる影響を受

けるに至り、ブランドに対する顧客の不信感から成約率が低下するなど厳しい営業環境を招く結果となり、現在顧客

の信頼回復による利益回復を目下の課題としております。なお、当期末現在においては、当社の取締役7名のうち2名

が親会社の企業グループの取締役及び従業員を兼任していることから、ブランド戦略やCtoCモデル確立などが当社の

経営方針の決定等について、影響を及ぼし得る状況は軽微なものと認識しております。

③親会社等からの独立性の確保に関する考え方

当社は、当社のブランド戦略やCtoCモデルの新規ビジネスの確立にあたり、親会社の企業グループと一定の協力関係

を構築しておりましたが、経営の意思決定において、親会社の企業グループから当社の自由な事業活動を阻害される

状況にはないと考えております。また、親会社のグループ企業のブランド戦略や共同によるインターネットを駆使し

た中古自動車流通システムの構築によるCtoCモデルを確立するための技術およびノウハウの取得目的として、親会社

の企業グループから兼任取締役が就任しておりますが、当期末現在当社の取締役のうち親会社の企業グループの取締

役及び従業員を兼任する取締役は2名と半数に至ることはなく、その就任は当社からの要請に基づくものであることか

ら、独自の経営判断が行なえる状況にあると考えております。

④親会社等からの独立性の確保の状況

当社は親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針であり、親会社の企業グループとの事

業の棲み分けがなされており、当期末現在の親会社の企業グループ兼任取締役の就任状況は、独自の経営判断を妨げ

るほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。
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 （役員の兼務状況）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年3月31日現在  

役職 氏名 出向元の親会社等又はそのグループ企業名  

取締役（非常勤） 中野　正幾
(親会社の子会社)　株式会社ライブドアファイナンス　代表取締役

(親会社の子会社)　株式会社ライブドアベースボール　代表取締役

CtoCモデル確立のため当社

から就任を依頼 

取締役（非常勤） 大塚　哲也 (親会社)　株式会社ライブドア　執行役員
CtoCモデル確立のため当社

から就任を依頼 

（注）当社の取締役7名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は該当2名のみであります。

 

⑤親会社等に関する追記

当社親会社である株式会社ライブドアより平成18年４月17日付にて下記のとおり、当社第19回定時株主総会の議案とし

ての株主提案がありました。

（株主提案1）　　定款の一部変更について

　　　取締役の員数を11名から12名に増員することを内容とする定款の一部変更を行う。

（株主提案2）　　取締役7名の選任について

以下の者を取締役候補者として選任する。（主な役職を記載）

羽田　　寛（現 ㈱ライブドア取締役）

細川　修史（現 イー・ロジスティックス㈱代表取締役（当社子会社））

岡崎　幹男（現 ㈱ライブドアファイナンス監査役）

横田　　茂（現 ライブドア証券㈱引受営業部長）

Stephen　Pong（現 ライブドア証券㈱投資銀行部）

林　　　類（現 ライブドア証券㈱投資銀行部長）

曽良　俊介（現 ライブドア証券㈱投資銀行部マネージャー）

（株主提案の理由）

①当社の事業内容のさらなる拡大、発展へ向けて、業務執行の機能を一層強化し充実させるために、取締役の員数の1名

増加を求める。

②現時点において定款所定の取締役の員数の上限を割り込んだ人数しか選任されていない当社において、業務執行及び

コーポレートガバナンス機能の充実を図るため、取締役7名の選任を求める。

（当社の見解）

　　当社は親会社の不祥事以後、親会社との間で、同社が保有する当社株式の売却先の検討、資本業務提携の解消、損

害賠償の請求準備等、様々な懸案事項を有しております。特に資本提携の早急な解消を強く申し入れており、双方で合

意解約となるよう協議を行っておりますが、相手側から一向に回答が出ない状況が続いております。また、上記の株主

提案の行使については、慎重にその取扱を検討し、必要な対応を弁護士と協議中であります。

 

f.その他、会社の経営上の重要な事項

 

    特記すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
a．経営成績

　(1)当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、全般的には企業収益の改善による業績の回復や設備投資の向上傾向が見ら

れ、雇用情勢や取得環境の改善など景気回復に緩やかな兆しが見られました。

　自動車流通業界におきましては、このような経済環境下の中にあるものの、自動車に対する需要が成熟化傾向にあ

り、若年層の人口減少による新規購入者の低下、買い換えサイクルの長期化などにより自動車販売台数は横這いで推

移する状況が続きました。

　このような状況のもと、当社及び当社グループは収益力の強化、財務体質の強化を目指し、株式会社ライブドアと

資本・業務提携を実行し、商号変更による社会的認知度の向上を目指し、かつ営業戦略としてインターネットを駆使

した革新的な中古自動車流通システムの構築によりCtoCモデルの確立を目指しておりました。さらに聖域なきコスト

削減を断行し財務体質の強化と収益力向上体質をつくってまいりました。

　しかしながら、親会社の不祥事によりその影響を受け、当社の企業価値及び株主価値を毀損されることとなりまし

た。当社はこの状況を打開すべく、親会社との資本・業務提携の解消に向けて協議を進めております。当社は、企業

価値の回復に向けて不退転の決意で望んでまいります。

　当期におこなった収益強化策といたしまして、生産性向上のため引き続き、不採算買取店舗のリストラを敢行する

一方、大規模中古車販売店舗「カートレット」の更なる販売力強化を図り、収益基盤の確立に努めてまいりました。

具体的な店舗施策として、直営買取店舗の新設７店舗、閉鎖５店舗により買取店舗は44店舗（前期末比4店舗増）、大

規模中古車販売店舗「カートレット」は10店舗（前期末比1店舗減）、関連会社の運営する買取店舗「FC店舗」は11店

舗（前期末比11店舗減）および協力関係会社の情報取次拠点877店舗（前期末比74店舗減）となり、当社及び当社グ

ループの生産性を重視した営業拠点網の合理化を図ってまいりました。

　以上の結果、当期売上高は前期に比べ、買取車両の原価率上昇や販売車両単価の低下などや「ライブドアショック」

の影響を直接的に受けたことなどに起因し、40,961百万円（前期比4.9%減）となりました。

経常損失においては、上記の理由に伴う売上総利益率の減少、新株発行費用の計上や持分法による投資損失（関係会

社の暖簾代償却）が主な要因となり1,209百万円となりました。また、当期純損失は、減損会計導入による関係会社株

式評価損失、固定資産減損損失や商号変更のための費用計上などにより3,391百万円となりました。

　なお、事業のセグメント情報は、下記のとおりとなりました。

自動車関連事業
（百万円）

不動産関連事業
（百万円）

その他（百万円）

売上高 40,483 243 778

営業利益 △1,023 102 0.7

ｂ. 財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期と比べ15,050百万円増加し、残高は16,327

百万円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前当期純損失は3,313百万円であり、キャッシュフローの伴わない減損損失や子会社整理損引当金戻入等

の計上もありました。結果として1,681百万円のマイナス（前連結会計年度は645百万円のマイナス）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　固定資産の取得や差入保証金の増加による支出もありましたが、固定資産売却による収入や定期預金解約及び投資

有価証券の売却による収入も5,131百万円ありました。結果として4,488百万円のプラス（前連結会計年度は、682百万

円のマイナス）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　借入金の返済による支出が4,198百万円ありましたが、株式の発行による収入が13,411百万円ありました。結果とし

て、12,243百万円のプラス（前連結会計年度は、556百万円のプラス）となりました。
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　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりです。

項目 平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 42.6 32.5 34.3 54.7 90.5

時価ベースの株主資本比率

（％）
34.8 26.3 34.7 81.4 146.6

債務償還年数（年） 4.8 ― 17.2 ― ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
― ― ― ― ―

　（注）　株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されてい

る負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象にしております。

c．事業等のリスク

　経営成績、財政状態および事業展開等の記載に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。

　なお、ここに記載した事項は、当社及び当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではございません。

　(1)中古車市場の動向

　当社及び当社グループが参画している中古自動車流通市場における自動車保有台数の推移は、自動車の平均使用年

数が年々増加傾向にあり、自動車の長期保有の意識が高まってくる傾向が続く場合や消費マインドの低下が起こりえ

る場合においては、当社グループの車両の買取・販売が停滞し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2)車両買取について

　当社の仕入先は、顧客及びオートオークションを中心としておりますが、上記した中古車市場の動向や

同業他社との価格競争激化により良質車両の買取（仕入）が円滑に行われなかった場合には業績に影響を

及ぼす可能性があります。

(3)車両販売について

　当社は直営の大型中古車販売店舗「カートレット」を全国展開しており、中古車市場の下降動向が顕著に現れた場

合及び販売店舗への顧客の誘致が充分に行えず、広告宣伝費に対する費用効果が現れない事態が発生した場合には収

益性を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4)株式の希薄化について

当社は財務体質の強化及び充実のため、エクイティ・ファイナンスを実施してまいりましたが、潜在株式として、㈱

ライブドア関係先を割当先とした新株予約権発行（25,149,000株）及び当社グループの役職員を対象にしたストック

オプション付与（7,981,000株）が存在いたしますが、これらが実行された場合には、発行済株式総数が増加し、当社

株式の希薄化が起こるリスクがあります。

 

d．次期の見通し

　当社及び当社グループは、収益基盤の早期確立を実行するため、次期の営業施策といたしましては、当社の強みで

ある“顧客からの直接買取、顧客への直接販売”という「買取直売モデル」を前面に押し出し、競争力強化と売上総

利益率の向上と営業利益の拡大を図ってまいります。さらにエリアブロック制を導入し、全国展開している店舗網の

再編を図り、エリアに密着した「来店誘致型モデル」の確立を行います。具体的には、大型中古車販売店舗「カート

レット」を軸に買取店舗の再配置を実施し、サテライト店舗化することで営業の効率化、責任の明確化、販管費の圧

縮が見込め、エリアブロック内での相乗効果を高め、エリアの特性を踏まえた在庫戦略の最適化と価格戦略を実践し

てまいります。

　次期の店舗計画におきましては、引き続き店舗のスクラップ・アンド・ビルドを行い、カートレット及び買取店舗

の新規出店も計画し、売上高の向上を目指します。

　また、当社の付帯事業である保険事業については、自動車保険の新規契約、継続契約の分業化により収益向上を図

り、カーライフへの最適な保険サービスの提供に努めてまいります。サービス事業においても顧客のカーライフを総

合的にサポートする体制を強化するため、顧客サービスの内容の充実とインフラの充実を行います。指定工場と認証

工場においてメンテナンス・パッケージの更なる充実を図るとともに、より便利なサービスの提供の拡充も行ってま
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いります。

以上、平成19年3月期に関しましては、下記の業績予想を見込んでおります。

【平成19年３月期（第20期）　連結】

売上高39,000百万円、経常利益△810百万円、当期純利益△1,100百万円

【平成19年３月期（第20期）　単体】

売上高38,500百万円、経常利益△800百万円、当期純利益△1,090百万円
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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）

区分
注記
番号

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  2,306,508   16,327,371  

２　受取手形及び売掛金   756,931   741,025  

３　たな卸資産   3,620,151   3,798,267  

４　短期貸付金   1,646   －  

５　その他   375,567   272,863  

貸倒引当金   △16,877   △4,552  

流動資産合計   7,043,927 41.5  21,134,975 86.4

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 2,558,264   1,613,259   

減価償却累計額  747,764 1,810,500  766,807 846,452  

(2）土地 ※２  2,407,782   232,200  

(3）その他  414,316   360,104   

減価償却累計額  278,418 135,897  291,692 68,412  

有形固定資産合計   4,354,180 25.7  1,147,065 4.7

２　無形固定資産   378,821 2.2  81,674 0.3

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券
※２
※５

 4,132,486   803,159  

(2）長期債権 ※１  8,113,204   7,678,913  

(3）長期売掛金 ※１  242,603   497,307  

(4）差入敷金保証金   718,450   858,853  

(5）その他   111,274   79,086  

貸倒引当金   △8,134,055   △7,821,113  

投資その他の資産合計   5,183,963 30.6  2,096,206 8.6

固定資産合計   9,916,965 58.5  3,324,946 13.6

資産合計   16,960,893 100.0  24,459,922 100.0
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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）

区分
注記
番号

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   540,916   407,514  

２　短期借入金 ※２  1,078,387   －  

３　未払金   809,313   811,893  

４　未払法人税等   98,122   103,781  

５　未払消費税等   6,396   －  

６　賞与引当金   85,000   174,948  

７　子会社整理損引当金   1,361,000   －  

８　社名変更関連費用引当金   －   270,000  

９　閉鎖店舗引当金   －   64,108  

10　債務保証損失引当金   －   4,055  

11　その他   318,971   333,692  

流動負債合計   4,298,106 25.3  2,169,992 8.9

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※２  3,119,775   －  

２　繰延税金負債   224,742   45,214  

３　長期未払金   －   29,520  

４　その他   46,095   55,459  

５　リース資産減損勘定   －   13,109  

固定負債合計   3,390,613 20.0  143,302 0.6

負債合計   7,688,720 45.3  2,313,295 9.5

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  －  

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  6,168,450 36.4  14,447,805 59.1

Ⅱ　資本剰余金   4,055,349 23.9  12,362,024 50.5

Ⅲ　利益剰余金   △1,280,804 △7.5  △4,727,672 △19.3

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   329,886 1.9  66,425 0.3

Ⅴ　自己株式 ※４  △708 △0.0  △1,955 △0.0

資本合計   9,272,172 54.7  22,146,627 90.5

負債、少数株主持分及び資
本合計

  16,960,893 100.0  24,459,922 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   43,062,539 100.0  40,961,217 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  35,174,230 81.7  33,792,418 82.5

売上総利益   7,888,308 18.3  7,168,799 17.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  8,575,838 19.9  8,084,728 19.7

営業損失   687,529 △1.6  915,929 △2.2

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  42,354   78   

２　受取配当金  39,733   16,624   

３　連結調整勘定償却額  12,396   －   

４　雑収入  26,224 120,708 0.3 125,703 142,406 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  210,101   53,258   

２　持分法による投資損失  298,056   238,530   

３　新株発行費  329,743   122,169   

４　社債発行費  －   2,400   

５　雑損失  27,845 865,745 2.0 19,429 435,787 1.1

経常損失   1,432,567 △3.3  1,209,310 △3.0

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入  353,421   －   

２　固定資産売却益 ※３ 44,743   8,712   

３　関係会社株式売却益  114   －   

４　投資有価証券売却益  1,083,480   721,518   

５　子会社整理損引当金戻入  －   1,361,000   

６　その他  － 1,481,760 3.4 1,404 2,092,635 5.1
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

　１　貸倒引当金繰入額  －   128,377   

　２　投資有価証券評価損  5,981   4,076   

３　固定資産除却損 ※４ 3,694   73,471   

４　固定資産売却損 ※５ 267,351   1,051   

５　リース解約損  －   31,223   

６　金利スワップ解約損  －   53,036   

７　関係会社株式売却損  －   10,561   

８　子会社整理損引当金繰入  1,361,000   －   

９　訴訟関連費  49,923   24,930   

10　社名変更関連費用引当金
繰入

 －   334,000   

11　閉鎖店舗引当金繰入  －   64,108   

12　減損損失 ※６ －   1,133,844   

13　持分法による投資損失 ※７ －   2,107,000   

14　その他  95,045 1,782,997 4.1 231,591 4,197,268 10.2

税金等調整前当期純損失   1,733,804 △4.0  3,313,942 △8.1

法人税、住民税及び事業
税

 48,283   77,364   

法人税等調整額  265,183 313,467 △0.7 10 77,374 △0.2

少数株主損失   49,086 0.1  －  

当期純損失   1,998,186 △4.6  3,391,317 △8.3
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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）

区分
注記
番号

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   4,181,071  4,055,349

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　増資による新株の発行  2,668,450  6,765,240  

２　転換社債の転換による増
加

 －  1,485,884  

３　合併による増加  227,600  55,550  

４　株式交換に伴う資本剰余
金増加高

 284,298 3,180,349 － －

Ⅲ　資本剰余金減少高      

１　欠損填補のための取崩高  3,306,071 3,306,071 － －

Ⅳ　資本剰余金期末残高   4,055,349  12,362,024

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △2,346,344  △1,280,804

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　資本剰余金取崩による増
加高

 3,306,071 3,306,071 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  13,577  －  

２　連結子会社合併に伴う利
益剰余金減少高

 228,767  55,550  

３　当期純損失  1,998,186 2,240,532 3,391,317 3,446,868

Ⅳ　利益剰余金期末残高   △1,280,804  △4,727,672
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　税金等調整前当期純損失  △1,733,804 △3,313,942

２　減価償却費  351,214 315,445

３　連結調整勘定償却額  △12,396 －

４　貸倒引当金の減少額  △349,791 △325,267

５　賞与引当金の増加額  4,500 89,948

６　子会社整理損引当金の増
減額（△減少額）

 1,361,000 △1,361,000

７　社名変更関連費用引当金
の増加額

 － 270,000

８　店舗閉鎖引当金の増加額  － 64,108

９　債務保証損失引当金の増
加額

 － 4,055

10　受取利息および受取配当
金

 △82,087 △16,703

11　支払利息  210,101 53,258

12　持分法による投資損益  298,056 2,345,530

13　投資有価証券売却益  △1,083,480 △721,518

14　投資有価証券評価損  5,981 4,076

15　関係会社株式売却益  △114 －

16　関係会社株式売却損  － 10,561

17　有形固定資産売却益  △44,743 △8,712

18　有形固定資産除売却損  271,046 4,194

19　無形固定資産除売却損  － 70,328

20　減損損失  － 1,133,844

21　売上債権の増減額　（△
増加額）

 503,242 △22,820

22　たな卸資産の増加額  △518,307 △178,115

23　仕入債務の減少額  △113,034 △133,401

24　未払消費税等の増減額
（△減少額）

 △88,629 20,624

25　未払金の増減額　　（△
減少額）

 84,848 △37,109

26　新株発行費  329,743 122,169

27　その他  149,525 130,822

小計  △457,129 △1,479,624
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

28　利息及び配当金の受取額  82,092 16,703

29　利息の支払額  △201,629 △80,233

30　法人税等の支払額  △68,343 △138,579

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △645,011 △1,681,734

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　定期預金への預入による
支出

 △309,000 －

２　定期預金の払戻による収
入

 － 1,029,000

３　投資有価証券の取得によ
る支出

 △3,317,999 －

４　投資有価証券の売却によ
る収入

 2,061,049 1,060,725

５　持分法適用会社株式売却
による収入

 － 186,269

６　有形固定資産の取得によ
る支出

 △253,476 △550,675

７　有形固定資産の売却によ
る収入

 1,016,567 3,042,239

８　無形固定資産の取得によ
る支出

 △192,086 △80,638

９　長期前払費用の取得によ
る支出

 △7,109 △1,803

10　差入敷金保証金増加によ
る支出

 △106,666 △228,652

11　差入敷金保証金減少によ
る収入

 17,117 29,649

12　短期貸付けによる支出  － △10,000,000

13　短期貸付金の回収による
収入

 123 10,001,646

14　長期貸付けの回収による
収入

 292,307 300

15　連結範囲の変更を伴う子
会社株式売却による支出

※２ △271,943 －

16　営業外受取手形の回収に
よる収入

 390,000 －
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

17　その他  △1,180 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △682,296 4,488,061

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　短期借入金の純減少額  △2,518,862 △950,420

２　長期借入金の返済による
支出

 △1,926,089 △3,247,742

３　社債の発行による収入  － 2,997,600

４　株式の発行による収入  5,014,514 13,411,028

５　配当金の支払額  △12,913 △23

６　新株予約権発行による収
入

 － 33,272

７　その他  △69 △179

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 556,580 12,243,535

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（△減少額）

 △770,727 15,049,862

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,048,236 1,277,508

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 1,277,508 16,327,371

    

－ 17 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
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　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　６社 連結子会社の数　　４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックリアルエステート、

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、株

式会社ジェイファイナンス、エス・ア

ンド・ジェイ・プロパティ・ジャパン

有限会社、ＡＡフィナンシャル・シス

テム株式会社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、株

式会社ジェイファイナンス、ＡＡフィ

ナンシャル・システム株式会社

なお、AAフィナンシャル・システム株

式会社は、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に含め

ており、株式会社ジャック・フラン

チャイズ・ステーションは、持分の減

少により連結除外しており、当連結会

計年度から持分法を適用しています。

また、株式会社リスタイルズは当連結

会計年度において、当社と合併したた

め連結の範囲から除外しております。

なお、株式会社ジャックリアルエス

テートは、当連結会計年度において、

当社と合併したため、連結の範囲から

除外しております。

また、エス・アンド・ジェイ・プロパ

ティ・ジャパン有限会社は当連結会計

年度において、清算したため連結の範

囲から除外しております。

２　持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数　　２社

関連会社２社（株式会社ジャック・フラ

ンチャイズ・ステーション、株式会社

オートサーバー）であり、持分法を適用

しております。

持分法適用の関連会社数　　１社

関連会社１社（株式会社オートサー

バー）であり、持分法を適用しておりま

す。

(1）株式会社ジャック・フランチャイ

ズ・ステーションは、持分の減少に

より当連結会計年度から持分法を適

用しております。

(1）株式会社ジャック・フランチャイ

ズ・ステーションは、当連結会計年

度において株式をすべて売却したた

め、持分法適用会社から除外してお

ります。

　　

また、株式会社オートサーバーは、

持分の増加により当連結会計年度か

ら持分法を適用しております。

 

(2）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。

(2）　　　　同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち株式会社ジャックリアル

エステートの決算日は12月31日であり、エ

ス・アンド・ジェイ・プロパティ・ジャパ

ン有限会社の決算日は10月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たって、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。

連結子会社の決算日はすべて連結決算日と

同一であります。
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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）

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

たな卸資産…主として個別法による低価法

によっております。

同左

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基づく時価

法によっております。

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

（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）

 

時価のないもの

移動平均法による原価法によってお

ります。

時価のないもの

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却方法

①　有形固定資産

定率法によっております。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。定期借地権契

約による借地上の構築物等については、

耐用年数を定期借地権の残存期間、残

存価額を零とした定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物　３年～44年  

②　無形固定資産および長期前払費用

定額法によっております。ただし、ソ

フトウエア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。

②　無形固定資産および長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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検討し、

回収不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　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、支給見込額に基づき計上

しております。

②　賞与引当金

同左

③　子会社整理損引当金

子会社整理に伴う損失に備えるため、

損失発生見込額を計上しております。

③　　　　　―――――――

　　　　

④　　　　　―――――――

　　　　

④　社名変更関連費用引当金

社名変更に関連して今後発生すると見

込まれる額を計上しております。
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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）

⑤　　　　　―――――――

　　　　

⑤　店舗閉鎖引当金

店舗閉鎖に伴う費用損失に備えるため、

今後の発生見込額を計上しております。

⑥　　　　　―――――――

　　　　

⑥　債務保証損失引当金

債務保証に伴う損失に備えるため、被

保証先の損失発生見込額を計上してお

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。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

但し、金利スワップについては特例処

理の要件を満たすものについては、特

例処理を採用しております。

　　　　　　―――――――

 

②　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

 

 

 

③　ヘッジ方針

当社グループの社内管理規定に基づき、

金利変動リスクを回避する目的で行っ

ております。

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュフロー変動の

累計とヘッジ手段のキャッシュフロー

変動の累計とを比較して有効性の判定

を行っております。特例処理の要件を

満たすものについては有効性の判定を

省略しております。

 

 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

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方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、５年間で均等償却してお

ります。なお、株式会社リスタイルズと当

社は合併したため、株式会社リスタイルズ

に係る連結調整勘定は一時償却しておりま

す。

　　　　　　―――――――

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

又は損失処理について連結会計年度中に確

定した利益処分又は損失処理に基づいて作

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

手許現金、要求払預金および取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資からなっております。

同左
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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の変更

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）

　　　　　　　　　　――――――― （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」（「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」（企業会計基準委員会　平成15年10月31

日　企業会計基準適用指針第６号）を当連結会計年度から

適用しております。

　この変更に伴い従来の方法と比較して税金等調整前当期

純利益が3,240百万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

表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。

　　　　　　　　　　――――――― （費用の計上区分の変更）

　従来、自動車関連事業の販売手数料については、販売費

及び一般管理費として処理しておりましたが、自動車関連

収入に対応する原価の把握をより適切に行うことによって、

売上と売上原価との関係をより適正に表示するため、当連

結会計年度より、売上原価に計上する方法に変更しており

ます。

　この変更に伴い、従来の方法と比較して売上原価は1,052

百万円増加し、売上総利益並びに販売費及び一般管理費は

それぞれ同額減少しております。
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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　長期債権および長期売掛金は、財務諸表等規則第32

条第１項第10号の債権であります。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　担保資産 ※２　　　　　　　―――――――

(1）担保に供している資産  

建物 967,926千円

土地 2,072,674千円

投資有価証券 657,900千円

定期預金 1,029,000千円

合計 4,727,500千円

(2）上記に対応する債務  

短期借入金 979,387千円

長期借入金 3,014,775千円

合計 3,994,162千円

※３　発行済株式の総数 ※３　発行済株式の総数

普通株式 101,545,680株 普通株式 235,987,091株

※４　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

※４　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

普通株式 3,190株 普通株式 12,081株

※５　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※５　関連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） 3,166,624千円 投資有価証券（株式） 624,262千円

※６　　　　　　　―――――――

 

※６　保証債務

ＡＡフィナンシャル・システム株式会社のカート

レードファイナンス会員の金融機関からの借入に対

する連帯保証

 150,688千円
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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　低価法による商品評価減の処理

低価法による商品の評価減額108,910千円を売上原

価に算入しております。

※１　低価法による商品評価減の処理

低価法による商品の評価減額212,342千円を売上原

価に算入しております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

広告宣伝費 1,072,325千円

給料手当 2,195,932千円

地代家賃 1,582,909千円

賞与引当金繰入額 77,000千円

貸倒引当金繰入額 165千円

広告宣伝費 1,011,882千円

給料手当 2,415,521千円

地代家賃 1,674,135千円

賞与引当金繰入額 169,538千円

社名変更関連費用引当金繰入額 278,256千円

債務保証引当金繰入額 4,055千円

※３　固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

※３　固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

器具備品 39,160千円

車両運搬具 5,583千円

計 44,743千円

器具備品 6,697千円

車両運搬具 2,015千円

計 8,712千円

※４　固定資産除却損

固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

※４　固定資産除却損

固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 2,557千円

器具備品 937千円

撤去工事費等 200千円

計 3,694千円

器具備品 3,142千円

ソフトウェア 70,328千円

計 73,471千円

※５　固定資産売却損

固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

※５　固定資産売却損

固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

土地 174,851千円

建物 45,482千円

仲介手数料 46,963千円

車両運搬具 54千円

計 267,351千円

建物 202千円

車両運搬具 848千円

計 1,051千円

※６　　　　　　　―――――――

 

※６　減損損失

（1）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 所在地 種類
 減損損失
（千円） 

赤字

店舗

宮城県

仙台市他

建物及び構築物そ

の他
439,921

賃貸
千葉県

市川市
土地 102,908

遊休 ―
リース資産及びソ

フトウェア
487,217

 　　　(2)減損損失の認識に至った経緯

減損損失を認識した資産は収益性及び評価額が帳簿

価額に比べて著しく低下したことにより、減損の兆

候が認められましたので、帳簿価額を回収可能価額

まで減額しております。
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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）

 　　　(3)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額

  土地   102,908千円 

 建物及び構築物   421,384千円 

 リース資産 326,554千円 

 無形固定資産 243,934千円 

 

 　　　(4)資産のグルーピングの方法

当社グループは内部管理上の事業所等を単位として

資産のグルーピングを行っております。ただし、賃

貸不動産に関する資産及び遊休資産については個別

にグルーピングを行い、提出会社の本社管理部門に

係る資産等は共有資産としており、より大きなグ

ルーピングで評価しております。

 　　　(5)回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値及び正味売却価額を用いて

おり、使用価値算定においては将来キャッシュフ

ローを５％で割引いて算定しており、正味売却価額

の算定に当たっては主に不動産鑑定額等を使用して

おります。

※７　　　　　　　―――――――

 

※７　持分法による投資損失

　特別損失に計上した持分法による投資損失は、持

分法適用関連会社１社に関して、減損損失を計上し

たことに伴う損失であります。
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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　現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

掲記されている科目の金額との関係

現金および預金勘定 2,306,508千円

預金期間が３ヶ月を越える

定期預金
△1,029,000千円

現金および現金同等物 1,277,508千円

現金および預金勘定 16,327,371 千円

預金期間が３ヶ月を越える

定期預金
― 千円

現金および現金同等物 16,327,371 千円

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

株式会社ジャック・フランチャイズ・ステーション

※２　　　　　　　　――――――――

 

（平成16年９月30日現在） 　　　　　　

流動資産 424,512千円

固定資産 2,342千円

資産合計 426,854千円

流動負債 127,223千円

負債合計 127,223千円

※３　　　　　　　　――――――――

 

※３　合併により連結子会社でなくなった会社の資産及び

負債の主な内訳

 株式会社ジャックリアルエステート

　　　　　　 流動資産 54,136千円

固定資産 103,460千円

資産合計 157,596千円

流動負債 2,646千円

固定負債 36,207千円

負債合計 38,853千円

※４　　　　　　　　――――――――

 

※４　転換社債の転換

 

　　　　　　 転換社債の転換による資本

金増加額

1,514,115千円

転換社債の転換による資本

準備金増加額

1,485,884千円

転換による転換社債減少額 3,000,000千円
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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）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

 

その他

（有形固定

資産）

その他

（無形固定

資産）

合計

取得価額相

当額
292,337千円 623,636千円 915,973千円

減価償却累

計額相当額
177,407千円 252,115千円 429,522千円

期末残高相

当額
114,929千円 371,521千円 486,451千円

 

その他

（有形固定

資産）

その他

（無形固定

資産）

合計

取得価額相

当額
143,358千円 3,482千円 146,840千円

減価償却累

計額相当額
77,108千円 2,903千円 80,011千円

減損損失累

計額相当額
15,731千円 －千円 15,731千円

期末残高相

当額
50,519千円 578千円 51,098千円

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等

１年以内 157,416千円

１年超 344,983千円

合計 502,399千円

１年以内 29,707千円

１年超 41,632千円

合計 71,340千円

リース資産減損勘定の残高 15,731千円

③　支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 211,516千円

減価償却費相当額 187,787千円

支払利息相当額 29,064千円

支払リース料 135,524千円

リース資産減損勘定の取崩額 310,823千円

減価償却費相当額 　117,551千円

支払利息相当額 16,039千円

減損損失 326,554千円

④　減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

・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　減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　　同左

・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。

・利息相当額の算定方法

　　　　　　　　　同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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
   

①　株式 350,300 905,220 554,920

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 350,300 905,220 554,920

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

合計 350,300 905,220 554,920

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

2,061,049 1,083,480 －

３　時価評価されていないその他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 60,641

　（注）　当連結会計期間において、5,981千円の減損処理を行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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
   

①　株式 10,400 122,040 111,640

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 10,400 122,040 111,640

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

合計 10,400 122,040 111,640

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

1,061,418 721,518 －

３　時価評価されていないその他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 56,856

　（注）　当連結会計期間において、4,076千円の減損処理を行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。
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③　デリバティブ取引

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）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

当社グループが利用しているデリバティブは、金利

関連では金利スワップ取引であります。

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

当社は、金利スワップを利用しておりましたが、当

連結会計年度中に取引は終了しました。

(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、金利関連では借入金利等の将

来の金利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。

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、金利関連では借入金利等の将

来の金利変動リスクを回避する目的で利用しており

ました。 

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、金利

スワップについては特例処理の要件を満たすもの

については、特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　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

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

③　ヘッジ方針

当社グループは、借入金の金利変動リスクを回避

するため、ヘッジを行う方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュフロー変動の累計とヘッ

ジ手段のキャッシュフロー変動の累計とを比較し

て有効性の判定を行っております。特例処理の要

件を満たすものについては有効性の判定を省略し

ております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

当社グループの利用する金利スワップは、市場金利

の変動によるリスクは有しておりますが、信用度の

高い大手金融機関を相手としてデリバティブ取引を

行っているため、相手先の契約不履行によるリスク

は低いものと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

金利スワップ取引に係る契約締結業務は、社内規程

に基づき、経理部門が担当しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

金利スワップ取引についてはヘッジ会計を採用してい

るため、デリバティブ取引の契約額等時価及び評価損

についての記載事項はありません。

２．取引の時価等に関する事項

当連結会計年度末現在デリバティブ取引は行っていな

いため記載事項はありません。 
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④　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）

(イ）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (イ）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

（繰延税金資産）  

賞与引当金繰入超過額 34,425千円

貸倒引当金繰入限度額 3,301,127千円

繰越欠損金 9,037,041千円

子会社整理損 551,205千円

減価償却費償却超過額 87,341千円

商品 44,108千円

店舗閉鎖費用等 43,963千円

未払事業所税 10,432千円

その他 8,061千円

小計 13,117,706千円

評価性引当額 △13,117,706千円

合計 －千円

（繰延税金負債）  

有価証券評価差額 △224,742千円

繰延税金負債純額 224,742千円

（繰延税金資産）  

賞与引当金繰入超過額 70,854千円

貸倒引当金繰入限度額 8,585,299千円

繰越欠損金 3,844,972千円

減価償却費償却超過額 301,313千円

商品 85,998千円

未払費用 76,808千円

未払事業所税 10,545千円

店舗閉鎖引当金 25,963千円

投資有価証券 853,335千円

土地 41,677千円

電話加入権 4,522千円

リース資産減損勘定 5,309千円

社名変更関連費用引当金 109,350千円

債務保証損失引当金 1,642千円

その他 1,419千円

小計 14,019,012千円

評価性引当額 △14,019,012千円

合計 －千円

（繰延税金負債）  

有価証券評価差額 △45,214千円

繰延税金負債純額 45,214千円

(ロ）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、

記載を行っておりません。

(ロ）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、

記載を行っておりません。
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⑤　セグメント情報

ａ．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）

 
自動車関連事
業（千円）

不動産関連事
業（千円）

リフォーム関
連事業

（千円）

その他関連事
業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
42,682,422 234,421 33,829 111,866 43,062,539 － 43,062,539

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

12,451 118,291 － 466,138 596,881 △596,881 －

計 42,694,873 352,713 33,829 578,004 43,659,420 △596,881 43,062,539

営業費用 43,406,705 187,749 164,044 592,784 44,351,282 △601,213 43,750,069

営業利益又は営業損

失（△）
△711,831 164,965 △130,215 △14,780 △691,862 4,332 △687,529

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 7,039,981 155,977 － 349,881 7,545,841 9,415,051 16,960,893

減価償却費 295,892 25,734 919 1,760 324,307 － 324,307

資本的支出 409,944 4,000 － 4,298 418,243 － 418,243

　（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ます。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）リフォーム関連事業………………情報出版事業（ホームセンターリフォーム紙編集発行）等

リフォーム関連事業は、事業編成のために当社と関連事業子会社が合併しており、当期末までに撤退して

おります。

(4）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用は、ありません。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、現金及び預金2,059,245千円、投資有価証

券4,068,766千円であります。

５　従来区分表示しておりました「印刷関連事業」及び「人材派遣関連事業」は、事業撤退に伴い事業区分が減

少しております。
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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）

 
自動車関連
事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他関連
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 40,449,755 16,202 349,260 40,961,217 － 40,961,217

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
34,194 80,863 428,823 543,882 △543,882 －

計 40,483,950 243,065 778,083 41,505,100 △543,882 40,961,217

営業費用 41,507,949 140,489 777,337 42,425,776 △548,629 41,877,146

営業利益又は営業損失（△） △1,023,999 102,576 747 △920,677 4,747 △915,929

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 6,745,814 － 251,860 6,997,676 17,462,247 24,459,923

減価償却費 273,144 12,940 13,072 299,158 － 299,158

減損損失 1,133,844 － － 1,133,844 － 1,133,844

資本的支出 607,792 － 85,132 692,925 － 692,925

　（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ます。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用は、ありません。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、現金及び預金15,963,709千円、投資有価

証券1,679,896千円であります。

５　従来区分表示しておりました「リフォーム関連事業」は、事業撤退に伴い事業区分が減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または、地域に所在する連結子会社および重要

な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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⑥　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）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
被所有割
合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の関

係会社

翼システ

ム株式会

社

東京都江

東区
100

システム

開発業

直接

2.03

間接

12.28

転籍

１人

不動産

賃借あ

り

販売受

託

投資有価証券

の購入
954 － －

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

　（注）１．投資有価証券の取得価額は、公正価額を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

２．翼システム株式会社は、平成17年３月２日に当社株式を一部売却したことにより、その他の関係会社には該

当しなくなりました。そのため、翼システム株式会社との取引については、平成17年３月２日以前の取引に

ついて記載の対象としております。

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）

 兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
被所有割
合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を自

己の計算に

おいて所有

している会

社等

株式会社

ライブド

アファイ

ナンス

東京都港

区
38

投資事業

金融サー

ビス事業

コンサル

ティング

事業

－
兼任

１人
なし

金銭の貸付 

金銭の貸付の

回収

貸付金利息収

入

基幹システム

要求仕様書作

成業務 

5,000

5,000

 

 35

 

46

 

―

―

 

―

 

未払金

  

 ―

―

 

―

 

46

 

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を自

己の計算に

おいて所有

している会

社等

ライブド

ア証券株

式会社

東京都港

区
15,446 証券業 － － なし

金銭の貸付

金銭の貸付の

回収

貸付金利息収

入

5,000

5,000

 

 36

 

―

―

 

 ―

 

―

―

 

―

 

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

　（注）１．株式会社ライブドアファイナンス、ライブドア証券株式会社に対しての金銭の貸付は、連結子会社であるＡ

Ａフィナンシャル・システム株式会社を経由した取引であります。
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（１株当たり情報）

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）

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 91.31円

１株当たり当期純損失 28.46円

１株当たり純資産額 93.85円

１株当たり当期純損失 18.75円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

い為、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失である為、記載しておりません。

　当社は、平成17年３月22日付で株式１株につき４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

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

通りとなります。

 

１株当たり純資産額 112.99円

１株当たり当期純損失 49.34円

  

  

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

い為、記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純損失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）

当期純損失（千円） 1,998,186 3,391,317

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,998,186 3,391,317

期中平均株式数（株） 70,204,651 180,821,915

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

────── ──────
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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）

(1）転換社債型新株予約権付社債の発行

平成17年４月19日開催の取締役会決議に基づいて、平成17年５月６日を払込期日とする無担保転換社債型新

株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定順位特定約付）を発行しました。その概要は次のとお

りであります。

１．発行総額 3,000,000,000円

２．発行価額 額面100円につき金100円

３．払込期日 平成17年５月６日

４．償還期限 平成19年５月７日

５．利率 本社債には、利息は付さない

６．本新株予約権付社債券の形式 無記名式

７．新株予約権の内容行使価額（当初の転

換価額）

１株当り113円

行使請求期間 平成17年５月９日から平成19年４月27日

８．担保の内容 担保及び保証を付さない

９．資金の使途 事業の拡大、収益力及び財務体質の強化並びに安定的な経営基

盤の確立

(2）転換社債型新株予約権付社債の権利行使

平成17年５月６日発行の無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定順位特定

約付）は、平成17年５月19日までに新株予約権が全て行使され、全額転換されております。その概要は次の

とおりであります。

１．累計転換額 3,000,000,000円

２．資本金増加額 1,514,115,041円

３．資本準備金増加額 1,485,884,959円

４．増加した株式の種類及び数 普通株式　21,687,411株

５．新株の配当起算日 平成17年４月１日

(3）平成17年６月29日開催の定時株主総会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、提出会

社及びその子会社の取締役、従業員ならびに取引先及びその従業員に対し、新株予約権を発行する旨が決議

されました。
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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）

 

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

 （1）仕入実績

　　　当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

 自動車関連事業 33,256,893 96.1

 不動産関連事業 53,585 71.6

 その他の事業 481,938 106.3

合計 33,792,418 96.1

　（注）　上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 

 （2）販売実績

　　　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

 自動車関連事業 40,449,755 94.8

 不動産関連事業 162,202 69.2

 その他の事業 349,260 312.2

合計 40,961,217 95.1

　（注）　上記金額には、消費税は含まれておりません。
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