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平成18年５月15日 

   各     位 

静岡県静岡市葵区呉服町一丁目６番地の９ 

                          株 式 会 社 す み や 

代表取締役社長 川 辺  哲 

（ＪＡＳＤＡＱ・証券コード9939） 

問い合わせ先 

責任者役職名  常務取締役管理本部本部長 

氏    名  安 田 俊 明 

電    話  （054）254－2331 
 

 

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの資本・業務提携 

及び、財務体質の改善・事業再編についてのお知らせ 
 

 

当社は、平成18年５月15日開催の取締役会において、事業拡大と財務体質の改善を狙いとして、株式会社

ＴＳＵＴＡＹＡ（代表取締役社長 増田宗昭）と資本提携・業務提携の契約を締結し、あわせて財務体質の

改善、事業再編を進めるため、下記の各施策を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 

Ⅰ．本件に至った経緯とその骨子 

 
１．経緯 

当社はこれまで、音楽映像ソフトの販売を中心に、音楽関連事業を基軸とした生活文化提案事業を、静

岡県を中心に関東・東海エリアで直営店舗にて展開してまいりましたが、デフレ傾向の定着、競争激化等

の市場環境の変化に伴い、ここ数年は、業績が低迷しております。 

かかる状況を打開すべく、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（代表取締役社長 増田宗昭、

東証１部、証券コード：4756）の 100％子会社である株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ（以下、ＴＳＵＴＡＹＡと

いう）と資本提携を伴う業務提携を行い、ＴＳＵＴＡＹＡがフランチャイズ事業で培ったエンタテインメ

ント全般を通じたライフスタイルの企画・提案のノウハウの提供を受け、商品調達機能の強化・間接業務

の効率化などにおける協力関係を構築し、当社の持つ幅広い顧客層を対象とした音楽映像ソフト等パッケ

ージの品揃え・販売に活かすことで、さらなる顧客サービスの拡充を図ることが、最善の策であるとの判

断に至りました。この提携により日本最大の音楽映像ソフト販売店を形成し、より魅力的な売場づくり・

顧客価値向上が可能になると考えております。 

さらに平成 17 年度に当社が実施いたしました固定資産の減損会計適用による損失により、脆弱となっ

た財務体質の改善が課題となっていることから、第三者割当により、ＴＳＵＴＡＹＡに対して普通株式の

有利発行を、株式会社静岡銀行に対して優先株式の発行を、それぞれ行うこととしたものであります。こ

れにより、ＴＳＵＴＡＹＡは当社の親会社及び筆頭株主である主要株主となり、今後はより緊密な協力関

係を築いてまいります。あわせて、速やかに欠損填補を行うため、無償による資本及び資本準備金並びに

その他資本剰余金の額の減少を実施する予定であります。（無償であるため、株主価値に影響を与えるも

のではありません。）同時に、筆頭株主を含む大株主４名より当社株式の無償取得及び消却も実施いたし

ます。 

また、上記の施策をとともに、コア事業である音楽・映像ソフト販売への集中を図るため、事業の再編

も進めてまいる予定であります。さらに、第三者割当により調達を予定している資本金及び資本準備金の

額の減少、株式会社静岡銀行との間でのコミットメントライン契約の締結を予定しております。 

以上のとおり、業務提携による業績の向上を図りつつ、資本提携などによる資本勘定の健全化を進める

ことにより、株主価値の向上と早期の復配を目指してまいります。 

なお、当社のジャスダック証券取引所への上場については、従来通り継続する方針であります。 

 

※株式会社ＴＳＵＴＡＹＡは、ＤＶＤ・ＣＤなど各種エンタテインメントソフトのレンタル・販売・リサ

イクル（中古販売）を行っているＴＳＵＴＡＹＡのフランチャイズ事業を全国展開しております。 
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２．骨子 
（１）業務提携 

顧客サービスの拡充を図るため、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡと業務提携を実施いたします。 

・ＴＳＵＴＡＹＡのノウハウの提供を受け、コア事業である音楽映像ソフト販売の強化を図ります。 

・商品調達力の強化、間接業務の効率化などにおける協力関係を築いてまいります。 

 

（２）資本提携 

財務体質の改善を狙いとして、第三者割当による新株式発行を実施いたします。 

（普通株式） 調達金額：４億９５百万円、割当先：株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 

（優先株式） 調達金額：２０億円、割当先：株式会社静岡銀行 

 

（３）親会社等及び筆頭株主である主要株主の異動並びに当社株式の無償取得及び消却 

上記の第三者割当による新株式の発行により、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡが、親会社及び筆頭株主で

ある主要株主等となります（当社は株式会社ＴＳＵＴＡＹＡの連結子会社となります）。なお、現在

筆頭株主であるすみや不動産株式会社を含めた大株主４名が所有する当社株式を、無償にて取得し

これを消却することにより、筆頭株主を含む主要株主の異動が発生し、同社は親会社等に該当しな

いこととなります。 

 

（４）資本金及び資本準備金並びにその他資本剰余金の額の減少 

速やかに欠損填補を行い財務体質改善を図るため、あわせて 1,897,317,462 円の資本金及び資本準

備金並びにその他資本剰余金の額の減少を実施いたします。 

 

（５）事業・組織の再編 

資本・業務提携を進めるとともに、コア事業である音楽・映像ソフト販売への集中を図るため、当

社の子会社であるすみやグッディ株式会社の株式 1,000 株（100%）を、当社の親会社等であるすみ

や不動産株式会社に譲渡し、さらに、楽器・音楽教室等事業及びＡＶリビング事業をすみやグッデ

ィ株式会社に事業譲渡する予定であります。また、平成 18 年６月 29 日開催予定の定時株主総会を

もって、代表取締役を含む取締役・監査役の全員が辞任する予定であります。 

 

（６）増資後の資本の減少 

第三者割当による優先株式発行により調達を予定している資本金及び資本準備金の額あわせて20億

円を減少する予定であり、これを欠損填補に充当することで、今回実施する資本金及び資本準備金

並びにその他資本剰余金の額の減少とあわせて、さらなる財務体質改善を図ります。 

 

（７）コミットメントライン契約の締結 

今後の業容拡大に向けて、株式会社静岡銀行との間で総額 30 億円のコミットメントライン契約を締

結する予定であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）なお、第三者割当による新株式の発行、資本金及び資本準備金並びにその他資本剰余金の額の減少、

当社株式の無償取得及び消却、楽器事業等の事業譲渡、取締役の異動、増資後の資本の減少につい

ては、平成18年６月29日開催予定の定時株主総会（基準日：平成18年３月31日）での議案の承認を

条件としております。 
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Ⅱ．各施策の内容について 

 
１．業務提携 

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡと業務提携を行い、顧客サービスの拡充に努めてまいります。 

（１）業務提携の内容 

業務提携の具体的内容については、下記のとおりです。 

・ＴＳＵＴＡＹＡフランチャイズ加盟により、同社のフランチャイズシステムを全店に導入いたし

ます。 

・すみやの持つブランド力、幅広い顧客層に対応した品揃え・販売ノウハウに、ＴＳＵＴＡＹＡの

商品企画力・調達力、ＩＴを駆使した店舗運営サポート力、1,871 万人（名寄せ後・平成 18 年４

月末現在）を超える会員を抱える強力な会員制システムによる集客力等が加わることで、より魅力

的な売場づくり、顧客価値向上を図ります。 

・既存店舗へのソフトレンタルの導入を進めてまいります。 

・今後は、エンタテインメントソフトのセル及びレンタルをセットにした生活提案型の複合店舗（マ

ルチパッケージストア、マルチユースストア）を、立地、規模、投資回収性を吟味しつつ開発・展

開する計画であります。 

・本部、本社部門など間接業務の集約などにより、経営効率化を図ります。 

 

 

 

２．資本提携 

第三者割当による新株式の発行を行い、財務体質の改善を進めてまいります。 
（１）普通株式発行要領 

 ①発行数         普通株式 11,000,000 株 

 ②発行価格（払込金額）  １株につき   45 円 

 ③払込金額の総額     495,000,000 円 

 ④資本組入額       １株につき  22.5 円 

 ⑤資本組入額の総額    247,500,000 円 

 ⑥申込期日        平成 18 年７月 14 日 

 ⑦払込期日        平成 18 年７月 14 日 

 ⑧新株券交付日      平成 18 年７月 14 日 

⑨割当先及び割当株数   株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ  11,000,000 株 

 ⑩前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 
 

（２）優先株式発行要領（第１種優先株式） 

 ①募集株式の名称      株式会社すみや 第一回第１種優先株式 

                  （以下「第１種優先株式」という。） 

 ②授権発行可能種類株式数  1,000,000 株 

 ③募集株式の種類及び数   優先株式 1,000,000 株 

 ④払込金額         1 株につき   2,000 円 

 ⑤払込金額の総額      2,000,000,000 円 

 ⑥資本組入額        1 株につき   1,000 円 

 ⑦資本組入額の総額     1,000,000,000 円 

 ⑧申込期日         平成 18 年７月 14 日 

 ⑨払込期日         平成 18 年７月 14 日 

 ⑩新株券交付日       平成 18 年７月 14 日 

 ⑪割当先及び割当株式数   株式会社静岡銀行 1,000,000 株 

 

 

なお、かかる株式（普通株式及び優先株式）発行は、平成18年６月29日開催予定の定時株主総会（基準

日：平成18年３月31日）での承認を条件としております。 

 

 

この文書は当社の新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的とし

て作成されたものではありません。 
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優先株式要項 
 

１．募集株式の名称 株式会社すみや第一回第１種優先株式（以下「第一回第１種優先株式」と

いう。） 

  

２．授権発行可能 

種類株式数 

１，０００，０００株 

 

３．募集株式の種類及び数 優先株式 

１，０００，０００株 

  

４．払込金額 １株につき２，０００円 

  

５．払込金額中資本として

計上しない額 

 

１株につき１，０００円 

６．申込期日 

 

平成 18 年７月 14 日 

７．払込期日 

 

平成 18 年７月 14 日 

８．募集の方法 

 

株式会社静岡銀行に全株を割り当てる方法により発行する。 

９．種類株式の内容 

（1）剰余金の配当 

①優先配当 

 

当会社は、ある事業年度中の特定の日を基準日として当該基準日の最終の

株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して剰余の

配当を行うに当たり、第一回第１種優先株式を有する株主（以下「第一回

第１種優先株主」という。）又は第一回第１種優先株式の登録株式質権者

（以下「第一回第１種優先登録株式質権者という。）に対して、普通株式

を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権

者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、剰余金の配当を行

う。 
第一回第１種優先株式１株当たりの優先配当金（以下「第一回第１種優先

配当金」という。）の額は、第一回第１種優先株式１株当たりの払込金額

（２，０００円）に対し、下記の年率（以下「第一回第１種優先配当年率」

という。）を乗じて算出された金額とする。 
第一回第１種優先配当金の額は、円位未満小数第４位を四捨五入する。計

算の結果が１００円を超える場合は、第一回第１種優先配当金の額は１０

０円とする。 
第一回第１種優先配当年率は、平成１８年７月１５日以降、次回年率修正

日（下記に定義される。）の前日までの各事業年度について、下記算式に

より計算される年率とする。 
 

第一回第１種優先配当年率 
＝日本円 TIBOR（６ヶ月物）＋０．５％ 
 

第一回第１種優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数

第４位を四捨五入する。 
「年率修正日」は平成１８年７月１５日及びそれ以降の各年４月１日とす

る。 
「日本円 TIBOR（６ヶ月物）」は、平成１８年７月１５日又は各年率修正
日（これらの日が銀行休業日の場合は前営業日）（以下「優先配当決定基

準日」という。）の午前１１時における日本円６ヶ月物トーキョー・イン

ター・バンク・オファード・トレードとして全国銀行協会によって公表さ

れる数値を指すものとし、優先配当決定基準日に日本円６ヶ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・トレードが公表されない場合、これ

に代えて、同日（当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）

ロンドン時間午前 11 時にスクリーン･ページに表示されるロンドン銀行
間市場出し手レート（ユーロ円 LIBOR６ヶ月物（360日ベース））として
英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認
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められるものを用いるものとする。 

  

  ②非累積条項 ある事業年度において第一回第１種優先株主又は第一回第１種優先登録

株式質権者に対し、上記①に定める第一回第１種優先配当金の全部又は一

部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

  ③非参加条項 第一回第１種優先株主又は第一回第１種優先登録株式質権者に対しては、

第一回第１種優先配当金を超えて配当は行わない。 

  

 （2）議決権 第一回第１種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。 

  

 （3）残余財産の分配 第一回第１種優先株主及び第一回第１種優先登録株式質権者に対しては、

残余財産の分配は行わない。 

  

 （4）譲渡制限 第一回第１種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の承

認を必要とする。 

  

 （5）取得条項 当会社は、平成１８年７月１５日以降に開催される取締役会で定める日の

到来をもって、第一回第１種優先株主又は第一回第１種優先登録株式質権

者の意思にかかわらず、適用法の財務制限に従い、いつでも第一回第１種

優先株式の全部又は一部を、金銭を対価として交付することにより、取得

することができる。 

第一回第１種優先株式を取得するのと引換に交付すべき金銭の額は１株

当たりの取得価格は２，０００円とする。一部取得の場合は、直前期末の

第一回第１種優先株主名簿に記載又は記録された保有株式数による比例

配分とする。 

  

 （6）取得請求権 第一回第１種優先株主は、下記①に定める期間（以下「取得請求期間」と

いう。）中、当会社に対して、第一回第１種優先株式を取得することを請

求できるものとし、当会社は、第一回第１種優先株主が取得を請求した第

一回第１種優先株式を取得するのと引換えに、下記②及び③に定める方法

により算出される数の当会社普通株式を第一回第１種優先株主に対して

交付するものとする。ただし、第一回第１種優先株主が取得請求すること

ができる第一回第１種優先株式の数は、１事業年度当たり２５０，０００

株を上限とする。 

  ①取得請求期間 平成１９年７月１日より平成３０年６月３０日までとする。 

  ②取得の引換えに交

付すべき普通株式

数 

第一回第１種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、

優先株式１株に対して、普通株式５株とする。 

 

  ③取得の引換えに交

付すべき普通株式

数の調整 

取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、当会社が、平成１８年７

月１５日以降、一株当たりの時価を下回る払込金額又は処分価額をもって

普通株式を発行し又は処分する場合、若しくは株式分割により普通株式を

発行する場合には、次の算式に従って調整される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、合併、資本金の減少又は会社分割により取得するのと引換えに交付

すべき普通株式数の調整を必要とする場合には、当会社の取締役会が適当

と判断する普通株式数に調整する。 

  ④取得請求受付場所 住友信託銀行株式会社（予定） 

  ⑤取得の効力発生 取得請求書及び第一回第１種優先株式の株券が上記④に記載する取得請

求受付場所に到達した時点で当会社は、第一回第１種優先株式を取得し、

当該取得請求をした株主は、当会社がその取得と引換えに交付すべき普通

株式の株主となる。但し、第一回第１種優先株式の株券が発行されないと

新発行・処分

普通株式数 
 

一株当たりの 
発行・処分価額

一株当たりの時価 

× 
＋ 

＝

既発行普通株式数＋新発行･処分普通株式数 

×
調整後の 
普通株式数 

調整前の 
普通株式数 

既発行 
普通株式数 
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きは、株券の提出を要しない。 

  ⑥一斉取得条項 当会社は、取得請求期間中に取得請求のなかった第一回第１種優先株式に

ついては、同期間の末日の翌日以降に開催される取締役会で定める日の到

来をもって取得するのと引換えに交付することにより、第一回第１種優先

株式の１株当たり当会社普通株式５株を取得交付することができる。 

第一回第１種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数は、

上記③に従って調整されるものとする。 

 

 （7）第一回第１種優先

株式の併合、分割

又は募集株式の割

当を受ける権利等

当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一回第１種優先株式に

ついて株式の併合又は分割若しくは株式無償割当又は新株予約権無償割

当を行わない。 

当会社は、第一回第１種優先株主に対し、募集株式の割当を受ける権利又

は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えない。 

 

 

 

（３）今回の増資による発行済株式総数の推移 

  現在の発行済株式総数             8,737,717 株（平成 18 年３月末日） 

  （現在の資本金）             1,917,769,515 円 

  【第１種優先株式】 

  増資による増加株式数             1,000,000 株 

  （増加資本金額）             1,000,000,000 円 

  【普通株式】 

  増資による増加株式数             11,000,000 株 

  （増加資本金額）              247,500,000 円 

無償消却による減少株式数           2,896,643 株 

増資及び消却後の発行済株式総数        16,841,074 株 

（資本の減少）               917,769,515 円 

（増資及び資本金の額の減少後の資本金額） 2,247,500,000 円 

 

※当社株式の無償取得及び消却については、「３．親会社等及び筆頭株主である主要株主等の異動並びに

自己株式の無償消却」、資本の減少については、「４．資本金及び資本準備金並びにその他資本剰余金の

額の減少」の項をご参照願います。 

 

（４）資金の使途 

普通株式発行による増資資金（495,000,000 円）の使途といたしましては、商品仕入資金等の運転資金、

将来に向けての店舗改装等の営業基盤強化、ならびに借入金返済による財務体質改善に充当する予定であ

ります。また、第一回第１種優先株式発行による増資資金（2,000,000,000 円）については、全額株式会

社静岡銀行への借入債務返済に充当する予定です。 

 

（５）株主への利益配分等 

①利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針としては、経営基盤の充実、及び事業拡大に向けて利益の内部留保を

図りつつ、株主の皆様に対して、安定かつ継続的に利益還元していくこととしております。 

 

②配当決定にあたっての考え方 

今後の経営基盤の強化・拡充を図りつつ、安定的な配当を継続して実施するためには、優先配当を実施

しつつ、普通配当可能利益を確保することが必要であると認識しており、早期復配を目指して鋭意努力し

ていく所存であります。 

 

③内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、運転資金、設備資金、及び借入金返済等に充当する考えであります。 

 

④配当状況 

 2003 年 3 月期 2004 年 3 月期 2005 年 3 月期 

1 株当たり当期純利益 △369 円 36 銭 31 円 02 銭 1 円 19 銭 

1 株当たり年間配当金 0 円 00 銭 0 円 00 銭 0 円 00 銭 

実績配当性向 － － － 
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1 株当たりみなし配当金 － － － 

修正配当性向 － － － 

株主資本当期純利益率 － 8.8％ 0.3％ 

株主資本配当率 － － － 

 

（６）払込金額の決定方法 

普通株式及び優先株式の払込金額につきましては、固定資産の減損会計の適用などにより脆弱となった

財務体質の改善が急務であることや、ＴＳＵＴＡＹＡとの業務提携による業績の向上の見通しなどを勘案

し、割当先の意向も踏まえた上で、決定いたしました。 

 

（７）その他 

①潜在株式による希薄化情報 

優先株式発行による潜在株式の比率は、今回の当社株式の無償取得及び償却並びに第三者割当による普通

株式発行後の発行済株式総数に対して、22.9％となる見込みであります。 

（注）上記の潜在株式数の比率は、今回発行する優先株式が全て当初の普通株式数で取得請求され普通

株式になった場合に発行される株式数を、今回の当社株式の無償取得及び償却並びに第三者割当による

普通株式発行後の発行済株式総数で除した数値であります。」 

 

②過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

当社は、過去３年間におきましては、エクイティ・ファイナンスを行っておりません。 

 

③保有方針 

普通株式の割当先である株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ、及び第１種優先株式の割当先である株式会社静岡銀

行は、当社株式を長期保有する方針であることを確認しております。 

 

④新株式の継続所有の取決めに関する事項 

当社は普通株式割当先との間において、普通株式の発行から２年以内に当該株式の全部又は一部を譲渡

した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報告するこ

との確約を依頼する予定です。 

また、優先株式の割当先との間においても、優先株式の発行から２年以内に優先株式及び優先株式と引

換えに交付された普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、

譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報告することの確約を依頼する予定です。 

 

 

⑤過去 3期決算期及び直近の株価の推移                      （単位：円） 

 2003 年 3 月期 2004 年 3 月期 2005 年 3 月期 2006 年 3 月期 

始  値 150 100 147 151 

高  値 166 148 180 377 

安  値 81 80 126 140 

終  値 105 147 150 203 

株価収益率 － 4.7 倍 125.4 倍 － 

 

⑥今後の増資の考え方 

今後の事業展開並びに資金需要、業績の見通しを踏まえた上で、慎重に検討してまいります。 

 

 

３．親会社等及び筆頭株主である主要株主の異動並びに当社株式の無償取得及び消却 

（１）親会社等及び筆頭株主である主要株主の名称、住所、代表者の氏名、資本の額及び事業の内容 

ⅰ）親会社及び筆頭株主である主要株主となる会社の概要 

①名称     株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 

 

※なお、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡの親会社である、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社につ

きましても、当社の親会社となります。 

 

ⅱ）親会社等及び筆頭株主である主要株主に該当しなくなる会社の概要 

①名称     すみや不動産株式会社 

②本店所在地  静岡県静岡市葵区呉服町一丁目６番地の９ 

③代表者の氏名 川辺 繁 
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④資本の額   49,248,000 円（平成 17 年９月 30 日現在） 

⑤事業内容   不動産賃貸業 

⑥決算期    ９月 

 

（２）当社株式の無償取得及び消却 
ⅰ）取得の内容 

①取得する株式の種類  普通株式 

②取得の相手先     すみや不動産株式会社（1,965,021 株） 

川辺 繁      （ 440,016 株） 

川辺 哲      （ 305,891 株） 

川邊 剛      （ 185,715 株） 

③取得する株式の総数  2,896,643 株（消却前発行済株式総数の 33.15％） 

④株式の取得価額の総額 無償 

ⅱ）取得株式の消却 

①消却する株式の種類  普通株式 

②消却する株式の数   2,896,643 株 

 

（注）１．消却後の当社の発行する株式数は、5,841,074 株となる予定であります。なお、第三者割当

による新株式発行後の株式数は、16,841,074 株となる予定であります。 

２．当社株式の無償取得及び消却は、平成 18 年６月 29 日開催予定の定時株主総会（基準日：平

成 18 年３月 31 日）での承認を条件としております。 

 

（３）消却予定日 
平成 18 年７月 14 日（予定） 

 

（４）異動前後における親会社等及び筆頭株主である主要株主の所有議決権数（所有株式数）及び議決権の

総数（発行済株式総数）に対する割合 

当該株主名 議決権の数 所有株式数 
総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前（平成 18 年３月 31 日現在） 

カルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ株式会社 

2 個 

（2 個） 

2,000 株 

（2,000 株） 

0.02％ 

（0.02％） 

－ 

（－） 

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 
2 個 

（1 個） 

2,000 株 

（1,000 株） 

0.02％ 

（0.01％） 

－ 

（－） 

すみや不動産株式会社 1,965 個 1,965,021 株 25.08% 第１位 

異動後 

カルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ株式会社 

11,002 個 

（11,002 個） 

11,002,000 株 

(11,002,000 株)

69.03％ 

（69.03％） 

－ 

（－） 

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 
11,002 個 

（1 個） 

11,002,000 株 

（1,000 株） 

69.03％ 

（0.01％） 

第１位 

（－） 

すみや不動産株式会社 ― 個 － 株 － ％ － 

（注）１．カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は東証一部上場会社、株式会社ＴＳＵＴ

ＡＹＡは非上場会社です。 

２．議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数  903,717 株 

３．平成 18 年３月 31 日現在の発行済議決権株式総数        7,834,000 株 

４．（   ）内は間接保有を示し、内数。 

５．議決権個数の算定にあたっては、平成 18 年３月 31 日現在の個数を用いております。 

 

（５）異動日（平成 18 年７月 14 日・予定）現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本の額 

議決権総数         15,939 個 

発行済株式総数     16,841,074 株 

資本の額       2,247,500,000 円（普通株式及び優先株式発行による増加資本金額を含む） 
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４．資本金及び資本準備金並びにその他資本剰余金の額の減少 

（１）資本金の額の減少 

①資本金の額の減少の目的 

資本金の額の一部を欠損填補に充当し、速やかに欠損金の解消を図り、財務体質の改善を図る予定です。 

 

②資本金の額の減少の要領 

イ．減少すべき資本金の額 

資本金の額 1,917,769,515 円を 917,769,515 円減少して 1,000,000,000 円といたします。 

ロ．資本金の額の減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、上記の 917,769,515 円の資本金を、欠損填補に充当するため、無

償で減少いたします。 

 

 

 

（ご参考） H18 年５月 12 日 

現在 

資本金の額の 

減少 

資本準備金及び

その他資本剰余

金の額の減少 

効力発生後 

資本金 1,917 百万円 △917 百万円 －  1,000 百万円

資本準備金 479 百万円 － △479 百万円 － 

その他資本剰余金 500 百万円 － △500 百万円 － 

（注）無償により実施するため、発行済株式総数 8,737,717 株に変更はございません。 

 

（２）資本準備金の額の減少 

①資本準備金の額の減少の目的 

商法289条第１項の規定に基づき、資本準備金の取崩額の全額を、欠損填補に充当し、財務体質の改善

を図る予定です。 

 

②減少する資本準備金の額 

資本準備金の額479,442,379円、全額を減少いたします。 

 

（３）その他資本剰余金の額の減少 

①その他資本剰余金の額の減少の目的 

その他資本剰余金の取崩額の全額を、欠損填補に充当し、財務体質の改善を図る予定です。 

 

②減少するその他資本剰余金の額 

その他資本剰余金の額500,105,568円、全額を減少いたします。 

 

（注）資本金及び資本準備金並びにその他資本剰余金の額の減少については、平成18年６月29日開催予

定の定時株主総会（基準日：平成18年３月31日）での各議案の承認を条件としております。なお、

資本準備金及びその他資本剰余金の額の減少については損失処理案として付議いたします。 

 

 

 

Ⅲ．今後の日程 
平成 18 年５月 15 日（月曜日）     資本・業務提携取締役会決議 

平成 18 年５月 15 日（月曜日）     有価証券届出書提出 

平成 18 年６月 29 日（木曜日）（予定） 株主総会決議 

平成 18 年６月 30 日（金曜日）（予定） 債権者異議申述公告 

平成 18 年７月 7 日（金曜日）（予定） 有価証券届出書の効力発生日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 自己株式の消却の効力発生日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 新株式の申込期日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 新株式の払込期日 

平成 18 年７月 14 日（金曜日）（予定） 親会社及び筆頭株主である主要株主の異動日 

平成 18 年７月 30 日（日曜日）（予定） 債権者異議申述最終期日 

平成 18 年７月 31 日（月曜日）（予定） 減資の効力発生日 
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Ⅳ．今後の計画 
今回、決議いたしました内容に加え、今後下記の諸施策についても検討の上、実施する予定であります。

具体的内容につきまして確定次第、適宜お知らせする予定であります。 

 
１．楽器事業等の事業譲渡及び子会社の異動 
（１）事業譲渡及び子会社の異動の理由 

コア事業である、音楽・映像ソフト販売への集中を図るため、当社の子会社であるすみやグッディ株式

会社の株式1,000株（100%）を、当社の親会社等であるすみや不動産株式会社に譲渡し、さらに、楽器・

音楽教室等事業及びＡＶリビング事業をすみやグッディ株式会社に事業譲渡する予定であります。発表日

現在、譲渡にかかる売却価額等を算定中であり、確定次第、お知らせいたします。なお、本件は平成18

年６月29日開催予定の定時株主総会（基準日：平成18年３月31日）での議案の承認を条件としております。 

 

（２）事業譲渡の内容 

①譲渡部門の内容 

楽器販売事業・音楽教室事業・ＡＶ機器販売事業・リビング家具販売事業 

 

②譲渡部門の売上高                    （単位：百万円、単位未満切捨表示） 

 楽器、音楽教室

等部門 

ＡＶリビング

部門 

合計(a) 当社全体(b) 比率(a/b) 

平成 17 年３月期 3,061 710 3,772 25,739 14.7%

平成 16 年３月期 3,070 903 3,973 28,522 13.9%

 

（３）事業譲渡先（異動する子会社） 

商号            すみやグッディ株式会社 

主な事業の内容       損害保険代理業 

設立年月日         昭和 53 年８月 23 日 

所在地           静岡県静岡市葵区呉服町一丁目５番地の１３ 

代表者           川辺 哲 

資本の額          10,000,000 円 

従業員数          １名 

発行済株式総数       1,000 株 

大株主構成及び所有割合  株式会社すみや 100% 

最近事業年度における業績の動向 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 

売上高 6,343 千円 3,795 千円 

営業利益 △2,247 千円 △6,328 千円 

経常利益 △2,247 千円 △6,328 千円 

当期純利益 △2,317 千円 △6,397 千円 

総資産 17,144 千円 11,761 千円 

株主資本 16,301 千円 9,903 千円 

 

（４）子会社の譲渡先 

商号            すみや不動産株式会社 

主な事業の内容       不動産賃貸業 

設立年月日         昭和 23 年３月 12 日 

所在地           静岡県静岡市葵区呉服町一丁目６番地の９ 

代表者           川辺 繁 

資本の額          49,248,000 円（平成 17 年９月 30 日現在） 

従業員数          １名 

発行済株式総数       984,960 株 

大株主構成及び所有割合   川辺 哲 117,260 株 11.9% 

川邊 剛 109,028 株 11.1% 

川辺 真  92,706 株  9.4% 

当社との関係  （資本関係）主要株主 25.08% 

        （人的関係）同社取締役の川辺哲は、当社代表取締役社長 

        （取引関係）本社及び一部店舗の家主 

異動前の所有株式数     なし 

取得株式数         1,000 株 
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最近事業年度における業績の動向 

 平成 16 年９月期 平成 17 年９月期 

売上高 132,053 千円 130,783 千円 

営業利益 39,822 千円 19,145 千円 

経常利益 99,063 千円 75,079 千円 

当期純利益 69,723 千円 1,983 千円 

総資産 1,544,369 千円 1,448,504 千円 

株主資本 625,912 千円 623,221 千円 

 

（５）事業譲渡及び子会社の異動の日程 

平成 18 年５月 15 日    資本・業務提携取締役会決議 

平成 18 年６月 19 日（予定）事業譲渡契約書締結 

平成 18 年６月 19 日（予定）子会社株式売却決議 

平成 18 年６月 19 日（予定）子会社株式譲渡期日 

平成 18 年６月 29 日（予定）当社定時株主総会 

平成 18 年６月 30 日（予定）事業譲渡期日 

 

２．代表取締役及び取締役の異動 
資本・業務提携を実施することに伴い、経営陣の刷新を図るため、現任の代表取締役を含む取締役及び

監査役の全員が辞任する予定であります。本件は平成 18 年６月 29 日開催予定の定時株主総会（基準日：

平成 18 年３月 31 日）での議案の承認を条件としております。なお、新経営陣については、株式会社ＴＳ

ＵＴＡＹＡからの役員の受入などを予定しておりますが、詳細につきましては、決定次第お知らせいたし

ます。 

 

３．増資後の資本金の額の減少 
（１）資本金の額の減少の目的 

第三者割当による優先株式発行により調達を予定している資本金の額 1,000,000,000 円を欠損填補に

充当し、さらなる財務体質の改善を図る予定です。 

 

（２）資本金の額の減少の要領 

①減少すべき資本金の額 

増資後に予定される資本金の額 2,247,500,000 円を 1,000,000,000 円減少して 1,247,500,000 円と

いたします。 

②資本金の額の減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、上記の 1,000,000,000 円の資本を、欠損填補に充当するため、無

償で減少いたします。 

 

なお、資本準備金の額 1,000,000,000 円の減少につきましても、あわせて実施を予定しております。 

 

（３）増資後の資本金の額の減少の日程 

平成 18 年５月 26 日（予定）増資後の資本金の額の減少取締役会決議 

平成 18 年６月 29 日（予定）当社定時株主総会 

 

その他、実施日等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。なお、本件は平成 18 年６月

29 日開催予定の定時株主総会（基準日：平成 18 年３月 31 日）での議案の承認を条件としております。 

 

４．コミットメントラインの契約 
（１）契約総額   総額 30 億円 

（２）実行予定日  平成 18 年７月 14 日 

（３）契約金融機関 株式会社静岡銀行 

 

※コミットメントラインとは、金融機関に対し一定の手数料を支払うことで、設定金額の範囲内であら

かじめ設定された条件で必要なときに何度でも融資を受けることができることを、金融機関がコミッ

ト（確約）する契約形態です。 
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Ⅴ．今後の見通し 
今後、業務提携の内容に沿った実務レベルでの事業計画については早急に検討を進めてまいりますが、

「楽器事業等の事業譲渡」による売上の減少が予想されること以外、平成 19 年３月期以降の単体・連結

での業績への影響については現段階では未定であります。 

また、今回実施する予定の、第三者割当による新株式発行による業績への直接的な影響はありませんが、

資本金及び資本準備金並びにその他資本剰余金の額の減少による欠損填補とあわせて財務基盤の改善が

進むことで、業務改善、事業拡大を図ることが可能となり、結果として将来的には業績向上につながって

いくものと考えております。 
なお、第三者割当による新株式の発行、資本金及び資本準備金並びにその他資本剰余金の額の減少、当

社株式の無償取得及び消却、楽器事業等の事業譲渡、取締役の異動の各施策については、平成 18 年６月

29 日開催予定の定時株主総会（基準日：平成 18 年３月 31 日）での各議案の承認を条件としております。 

 

 

以上 
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【別紙１】各社の概要 

名称 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 

本店所在地 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 増田宗昭 

資本金 5,000 百万円 

発行済株式総数 10,000 株 

大株主及び持株比率 

(平成17年９月30日現在) 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社  100% 

主な事業内容 ＤＶＤ・ＣＤ・書籍・雑誌、ＧＡＭＥのレンタル＆販売店「ＴＳＵＴＡ

ＹＡ」を全国に展開するフランチャイズ本部を運営。 

主な経営成績・財務状態 平成 17 年 3 月期 平成 16 年 3 月期 

売上高 該当事項はありません 該当事項はありません  

営業利益 同上 同上  

経常利益 同上 同上  

当期純利益 同上 同上  

総資産 同上 同上  

株主資本 同上 同上  

当社との関係 取引内容 該当事項はありません 

 資本関係 被所有株式数 2,000 株(1,000 株) ※（）内は間接保有を示し、内数

 人的関係 該当事項はありません 

株式保有方針 同社は、当社株式を長期保有する方針です。 

 

 

名称 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

本店所在地 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 増田宗昭 

資本金 11,684 百万円 

発行済株式総数 63,113,520 株 

大株主及び持株比率 

(平成18年３月31日現在) 

増田 宗昭              15,612 千株（24.73%） 

マスダアンドパートナーズ株式会社   10,500 千株（16.64%） 

日本トラスティ・サービス        6,010 千株（ 9.52%） 

信託銀行株式会社（信託口） 

日本マスタートラスト          4,132 千株（ 6.55%） 

信託銀行株式会社（信託口） 

日本出版販売株式会社          1,434 千株（ 2.27%） 

株式会社角川ホールディングス      1,128 千株 ( 1.79%) 

ゴールドマンサックスインターナショナル 1,091 千株 ( 1.73%)    

資産管理サービス信託銀行株式会社     927 千株（ 1.47%） 

証券投資信託口 

ＴＳＵＴＡＹＡ加盟店持株会社       924 千株（ 1.46%） 

ザ チェース マンハッタンバンク 385013   750 千株 (1.19%) 

主な事業内容 ＴＳＵＴＡＹＡ（店舗）、ＴＳＵＴＡＹＡｏｎｌｉｎｅ（インターネッ

ト）、Ｔカード（会員証）という三つのプラットフォームを通じた、ラ

イフスタイル提案する企業集団の純粋持株会社。 

主な経営成績・財務状態 平成 17 年 3 月期（連結） 平成 16 年 3 月期（連結） 

売上高 191,531 百万円 142,337 百万円  

営業利益 8,075 百万円 5,714 百万円  

経常利益 7,775 百万円 5,316 百万円  

当期純利益 △3,900 百万円 2,390 百万円  

総資産 82,239 百万円 75,747 百万円  

株主資本 18,002 百万円 16,049 百万円  

当社との関係 取引内容 該当事項はありません 

 資本関係 被所有株式数 2,000 株(2,000 株) ※（）内は間接保有を示し、内数

 人的関係 該当事項はありません 

株式保有方針 同社は、当社株式を長期保有する方針です。 
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名称 株式会社静岡銀行 

本店所在地 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目１０番地 

代表者の役職・氏名 頭取  中西 勝則 

資本金 90,845 百万円 

発行済株式総数 720,129,069 株 

大株主及び持株比率 

（平成 18 年３月 31 日現

在） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行      29,884 千株（4.14%） 

日本生命保険相互会社         29,745 千株（4.13%） 

明治安田生命保険相互会社       29,117 千株（4.04%） 

第一生命保険相互会社         23,546 千株（3.26%） 

東京海上日動火災保険株式会社     23,216 千株（3.22%） 

日本マスタートラスト信託       21,116 千株（2.93%） 

銀行株式会社（信託口）  

日本トラスティ・サービス       20,129 千株（2.79%） 

信託銀行株式会社（信託口） 

住友生命保険相互会社         12,070 千株（1.67%） 

株式会社みずほコーポレート銀行    11,604 千株（1.61%） 

ノーザントラストカンパニー      10,102 千株（1.40%） 

（エイブイエフシー）サブアカウント 

アメリカンクライアント 

主な事業内容 銀行業 

主な経営成績・財務状態 平成 17 年 3 月期（連結） 平成 16 年 3 月期（連結） 

経常収益 183,974 百万円 180,699 百万円 

業務純益 54,232 百万円 49,598 百万円 

経常利益 51,008 百万円 47,071 百万円 

当期純利益 35,470 百万円 26,962 百万円 

総資産額 8,412,069 百万円 8,107,243 百万円 

純資産額 622,606 百万円 590,633 百万円 

当社との関係 取引内容 銀行取引全般 

 資本関係 被所有株式数 391,661 株（4.48%）、所有株式数 188,848 株（0.03%）

 人的関係 該当事項はありません。 

株式保有方針 同行は、当社株式を長期保有する方針です。 

 

 

 

【別紙２】異動後の大株主の状況 

 

順位 

 

株主名 

 

所有株式数 

総株主の議決権の数

に対する所有割合 

1 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 11,002,000 株 69.03％ 

2 株式会社静岡銀行 391,661 株 2.45％ 

3 すみや社員持株会 291,331 株 1.83％ 

4 川邉富代   261,000 株 1.64％ 

5 川邉 卓 171,000 株 1.07％ 

6 川辺 誠 170,000 株 1.07％ 

7 望月智子 130,500 株 0.82％ 

8 静岡県信用農業協同組合連合会 122,400 株 0.77％ 

9 あいおい損害保険株式会社 122,160 株 0.77％ 

10 川辺 純男 100,748 株 0.63％ 

※株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ以外については、平成 18 年３月 31 日の所有株式数を記載しております。 

 なお、表記の所有株式数には間接保有株式数を含んでおります。 

 

 


