
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） 

※ 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8ページを参照して下さい。 

平成18年３月期 決算短信（連結） 平成18年５月19日

上場会社名 株式会社シーエスロジネット 
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 ２７１０ 本社所在都道府県 愛知県 

(URL http://www.indis.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 金岡 正光 

問合せ先責任者 役職名 専務取締役（管理担当） 氏名 金岡 昭光 ＴＥＬ （０５２）３５４－７７９７ 

決算取締役会開催日 平成18年5月19日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1)連結経営成績 （百万円未満切捨）

  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 14,994 △9.1 302 3.9 381 8.7

17年３月期 16,493 △0.5 291 30.1 351 42.8

  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 171 △4.2 33 86 － － 4.9 5.2 2.6

17年３月期 179 140.2 35 43 － － 5.4 5.4 2.1

（注） ①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円 

  ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 5,067,056株 17年３月期 5,058,366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 8,180 3,585 43.8 707 72

17年３月期 6,550 3,442 52.5 679 29

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年３月期 5,066,854株 17年３月期 5,067,479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 196 △118 60 1,625

17年３月期 685 △226 △138 1,485

(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 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －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） 1社 持分法（新規） －社 （除外）  －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 6,900   160   90   

通 期 16,900   420   230   

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 45円39銭   
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１．企業集団の状況 

  当社企業集団(以下、当社グループ)は、当社(株式会社シーエスロジネット)と連結子会社２社の計３社で構成され

ており、主たる事業は、音楽ソフト（レンタル用ＣＤ）、映像ソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、家庭用ゲーム機

器及びゲームソフト(以下、コンシューマーゲーム)等の卸売販売を行なう「卸売事業」であります。また、当社の小

売事業部門及び連結子会社の(株)ジェイメックスはＣＤ、コンシューマーゲーム等の販売(「小売事業」)を行なって

おります。 

 当社グループの事業区分とそれに係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。 

 （注）１．ビデオカセットは、主にレンタル用ビデオソフトであります。 

２．当社開発商品とは、主にレンタル店におけるディスプレイ用品、店頭告知用各種ツール（ＰＯＰ、チラシ、

各種表示ラベル等の印刷物）等であります。 

３．ＴＰＬはゲームソフトメーカーの物流受託業務、ＯＥＭは音楽映像ソフトをレンタル店向けに管理用バーコ

ードを貼付する等の加工業務であります。 

事業系統図 

 （注）１．当社小売事業は、音楽映像ソフトの販売及びレンタル、コンシュマーゲーム等の販売を行っており、当社卸

売事業を経由して仕入れており、販売用音楽ソフトのみ㈱ジェイメックス及び外部卸売業者より仕入れており

ます。 

事業区分 主要商品及び事業内容 主要な会社 

卸売事業 音楽映像ソフト 音楽ソフト（レンタル用ＣＤ） 当社 

 
 

映像ソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）(注)１ 当社 

 コンシューマーゲーム(家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等) 当社 

 関連商品（ブランクテープ、ＭＤ、当社開発商品、備品等）(注)２ 当社 

 その他（ＴＰＬ、ＯＥＭ等）(注)３ 当社 

小売事業 音楽映像ソフトのレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム

等の販売 

当社、㈱ジェイメックス 
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２．経営方針 

(１）経営の基本方針 

  当社は、音楽、映像、ゲーム等のソフトの流通を担うことにより「人々の豊かなエンタテインメント・ライフづく

りに貢献していく」ことを企業理念とし、「顧客満足度の向上を図り、企業を永続的に発展させ、株主や社会に貢献

し、社員の成長と豊かな人生を実現できる企業を目指すこと」を経営理念としております。 

  また、事業領域であるエンタテインメント・ソフト市場において「情報と商品の供給によりお客様を後方支援す

る」という基本方針に基づき、タイムリーな商品供給とより付加価値の高い情報サービスにより、差別化を図り、シ

ェア拡大に努めてまいります。あわせて徹底したローコスト・マネジメントを推進し、売上高営業利益率の向上に努

めてまいります。 

 なお、当社の社名シーエスロジネットは、 Customer Satisfying Logistics Network （お客様に満足していた

だける戦略的物流ネットワーク） を意味しております。 

(２）利益配分に関する基本方針 

 当社は、安定した配当の継続と、事業拡大及び財務体質の強化など将来に備えた内部留保の充実を勘案し、利益配

分を行ってまいります。 

  なお、当期におきましては、10円を配当する予定であります。 

(３）目標とする経営指標 

 当社は、総資本経常利益率13～15％を目標とする経営指標としております。 

(４）中長期的な会社の経営戦略 

①エンタテインメント・ソフト総合卸売機能の強化 

  大型化、複合化した音楽、映像、コンシューマーゲーム等のエンタテインメント・ソフトのレンタル及び販売店に

対し、これらの商品の総合卸売としての機能並びにサービスの向上を推進し、シェア拡大に努めてまいります。 

②情報サービスの強化 

  当社の情報サービス「ＣＳＩ－Ｎｅｔ」をエンタテインメント・ソフト全般の発注参考情報として活用できるよう

機能を強化・充実し、同業他社との差別化を図ることでシェア拡大に努めてまいります。 

③ＴＰＬの規模拡大 

  当社の物流サービスのＴＰＬ（物流の受託業務で、Third  Party  Logisticsの頭文字をとったもの）を現在のゲ

ームソフトメーカーに加え、音楽、映像ソフトメーカーの物流受託業務も含め、事業規模の拡大を進めてまいりま

す。 

④総販事業 

  当社と音楽映像ソフトの制作会社と契約により、当社が総販売元となる総販事業を強化し、売上総利益率の向上に

努めてまいります。 

⑤市場変化への対応 

  当社は、インターネットや携帯電話の普及に伴う、音楽配信、映像配信、ゲーム配信等の事業を視野に入れた新規

事業に取り組み、市場の変化に対応してまいります。 

  

(５）会社が対処すべき課題 

 当社が対処すべき課題は次の通りであります。 

①音楽映像ソフト市場におけるシェア拡大 

  映像ソフト市場におきましては、当社が総販売元となって販売するタイトルを増やすことで、販路拡大を図りシェ

ア拡大に努めてまいります。音楽ソフト市場におきましては、多様化する音楽ニーズに対応した商品企画、売場提案

を積極的に展開することで、さらなるシェア拡大に努めてまいります。 

②ＴＰＬ事業の受託先の拡大 

  当社の主力事業である卸売事業で培ってきた物流ノウハウを活かし、自社物流に加え、他社の物流受託事業として

始めたＴＰＬ事業において、ネット販売を含め、多様化する物流ニーズに対応すべく機能を高め、受託先の拡大に努

めてまいります。 

③新規事業の開発 

 インターネットや携帯電話等の普及に伴う音楽配信・映像配信やネット販売等、エンタテインメント市場の構造変

- 3 -



化に対応すべく、Ｍ＆Ａや事業提携を含め、新規事業の開発に取り組んでまいります。 

  

（６）親会社等に関する事項 

      該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 １．経営成績 

(１）当期の概況 

  当期におけるわが国経済は、企業収益の改善が個人消費にも好影響をもたらし、景気は回復傾向にありました。 

  音楽・映像・家庭用ゲームなどのエンタテインメント・ソフト市場のうち、映像ソフト市場はＤＶＤプレーヤー

の普及に伴い、ビデオカセットからＤＶＤソフトへのシフトが一段と進みました。ゲーム市場は、平成16年12月に

新型の携帯型ゲーム機や人気ソフトの発売などにより好調に推移しました。 

  当社の事業領域のうち、映像ソフト市場では、ＤＶＤソフト市場の拡大が一巡し、レンタル店におけるＶＨＳか

らＤＶＤへのシフトがより一段と進みました。音楽ソフト市場では、「i-pod」に代表される携帯型音楽プレーヤー

の普及が進み、新たな音楽ソフトの需要喚起のチャンスとして、レコードメーカー各社は、若年層だけでなく、シ

ニア層も対象とした様々なＣＤを企画・発売しました。 

  コンシューマーゲーム市場では、任天堂の携帯型ゲーム機「ＤＳ」向けソフトで、計算・漢字クイズなどで脳を

鍛えるソフトが女性、シニア層に受け人気を集めました。また、昨年12月にはマイクロソフトが次世代ゲーム機

「Xbox360」を発売するなど話題は多かったものの、主力のＰＳ２が成熟期に入ったことと、ＰＳ２対応のヒット作

の不足もあり、厳しい状況が続きました。 

  このような環境のもと、当社グループは、引き続きお客様に満足していただけるサービスの提供とローコスト・

マネジメントの徹底という基本方針に基づき、以下のような課題に取り組みました。  

① 経営資源の集中 

  当社は、平成17年８月31日付で、当社が保有する連結子会社であった株式会社イーネット・フロンティア（本

社：東京都港区、未上場）の株式全部を株式会社ゲオ（本社：愛知県春日井市、東証１部、証券コード:2681）の

100％子会社である株式会社グレード・コミュニケーション（本社：東京都新宿区、未上場）に対し、次の目的で

売却しました。 

（子会社株式売却の目的） 

・当社事業に対する経営資源をより集中させること 

・当社のゲオに対するレンタル用ＣＤを中心とした音楽映像ソフトの販売拡大を図ること 

  これにより、株式会社イーネット・フロンティアが当社連結対象から除外したため、平成17年９月1日以降の同

社の業績を連結業績に計上しておりません。なお、子会社株式売却益は、当社の特別利益として計上しておりま

す。 

② レンタル用ＣＤ市場におけるシェア拡大 

  携帯型音楽プレーヤーの普及に伴う、音楽ソフトに対する新たな需要に対応すべく、当社主力事業であるレンタ

ル用ＣＤ市場におけるシェア拡大に努めました。 

（２）当期の業績（連結） 

  以上の結果、売上高が前期比9.1％減の14,994百万円となりました。利益面につきましては、経費の削減に努めた

ことにより営業利益が前期比3.9％増の302百万円、経常利益が前期比8.7％増の381百万円、当期純利益が前期比

4.2％減の171百万円となりました。 

（３）セグメント別の業績（連結） 

① 卸売事業 

1) 音楽映像ソフト 

  当部門におきましては、携帯型音楽プレーヤーの普及がＣＤレンタル・ユーザーのニーズを広げる効果もあ

り、大手レンタル・チェーンのレンタル用ＣＤの在庫強化等による受注増、株式会社ゲオに対するレンタル用

ＣＤの売上が加わったことなどにより音楽ソフトの売上高は増加しました。一方、子会社売却によりＤＶＤの

売上高が減少したことと、ヒット作品の不足により、映像ソフトの売上高が減少し、音楽映像ソフト全体の売

上高は、前期比7.6％減の8,507百万円となりました。 

2) コンシューマーゲーム 

  当部門におきましては、主力のＰＳ２の人気ソフトが少なかったことと、携帯型ゲーム機のＰＳＰ、ならび

にマイクロソフトの次世代ゲーム機Ｘ－ｂｏｘ３６０がともに予想した売上高を達成できなかったことなどに

より前期比12.6％減の4,852百万円となりました。 

3) 関連商品 

  当部門の売上高は、主力商品のＭＤ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の録音・録画メディアの売上高の減少により

前期比22.0％減の351百万円となりました。 
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4) その他 

  当部門の売上高は、ゲームソフトメーカーの物流受託業務を行なうＴＰＬ事業は伸びたことにより前期比

4.0％増の569百万円となりました。 

  以上の結果、卸売事業の売上高は、前期比9.4％減の14,281百万円となりました。 

② 小売事業 

  当部門におきましては、当社直営店において、コンシューマーゲームの売上高が減少したことにより、売上高は

前期比3.0％減の712百万円となりました。 

- 6 -



(４）仕入及び販売の状況 

①仕入実績 

 当連結会計年度及び前連結会計年度における商品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。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

②販売実績 

 当連結会計年度及び前連結会計年度における商品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。  

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３．最近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  （単位：千円）

事業の種類別セグメント 
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） 

 主要商品 金額 金額 

 音楽映像ソフト 8,263,094 9,005,759 

 コンシューマーゲーム 5,219,926 4,577,513 

 関連商品 358,666 259,514 

 その他 268,713 319,855 

 卸売事業計 14,110,401 14,162,643 

 小売事業計 483,052 467,482 

 合計 14,593,453 14,630,125 

  （単位：千円）

事業の種類別セグメント 
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） 

 主要商品 金額 金額 

 音楽映像ソフト 9,206,023 8,507,168 

 コンシューマーゲーム 5,553,401 4,852,839 

 関連商品 450,863 351,626 

 その他 547,666 569,756 

 卸売事業計 15,757,954 14,281,389 

 小売事業計 735,087 712,669 

 合計 16,493,042 14,994,059 

相手先 

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） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 ㈱フタバ図書 1,761,858 10.6 1,653,389 11.0 
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(５）次期の見通し 

  今後につきましては、緩やかな景気回復基調にあるものの、個人消費市場におきましては、消費者はより付加価

値の高いサービスを求める傾向にあり、消費行動もネット販売を含め多様化が進むものと予想され、こうした変化

への対応が企業に求められております。 

  当社グループの事業領域であるエンタテインメント・ソフト関連市場のうち、映像ソフト市場におきましては、

レンタル用ソフトのＶＨＳからＤＶＤへのシフトが一巡し、今後は品揃え、売場づくりなど店舗に対する企画提案

の充実が求められております。 

  音楽ソフト市場におきましては、大容量メモリーを搭載し音楽再生機能を合わせ持つ携帯電話が発売されるなど

携帯型音楽プレーヤーの普及により、音楽ニーズの多様化が進むものと予測されます。 

 また、コンシューマーゲーム市場におきましては、ソニー・コンピュータエンタテインメントが従来のゲーム機

の枠を超えた次世代ゲーム機「ＰＳ３」の発売を予定しており、その動向が注目されております。 

  このような環境のもと、映像ソフト市場におきましては、当社が総販売元となって販売するタイトルを増やすこ

とで、販路拡大を図りシェア拡大に努めてまいります。音楽ソフト市場におきましては、多様化する音楽ニーズに

対応した商品企画、売場提案を積極的に展開することで、さらなるシェア拡大に努めてまいります。 

  また、当社の主力事業である卸売事業で培ってきた物流ノウハウを活かし、自社物流に加え、他社の物流受託事

業として始めたＴＰＬ事業において、ネット販売を含め、多様化する物流ニーズに対応すべく機能を高め、受託先

の拡大に努めてまいります。 

一方、インターネットや携帯電話等の普及に伴う音楽配信・映像配信やネット販売等、エンタテインメント市場の

構造変化に対応すべく、Ｍ＆Ａや事業提携を含め、新規事業の開発に取り組んでまいります。 

  あわせて、徹底したローコスト・マネジメントを推進し、経営体質の強化に努めてまいります。 

  当社グループの通期の業績見通しにつきましては、売上高が16,900百万円(前年比112.7％)、経常利益が420百万

円（前年比110.1％）、当期純利益は、230百万円(前年比134.0％)を見込んでおります。 

 なお、事業の種類別セグメントの見通しは、次の通りであります。 

①卸売事業 

  音楽映像ソフトにつきましては、レンタルＣＤ市場のシェア拡大と当社が総販売元となって販売する映像ソフトの

売上高を加えることで、9,500百万円(当期比111.7％)を見込んでおります。 

  コンシューマーゲームにつきましては、年内の発売が予定されているソニー・コンピュータエンタテインメントの

次世代ゲーム機「ＰＳ３」とこれに対応したソフトの発売が期待されることから、当部門の売上高は5,850百万円(当

期比120.5％)を見込んでおります。 

  関連商品につきましては、主力商品である録音・録画メディア（オーディオカセット、ビデオカセット、ＭＤ、Ｃ

Ｄ－Ｒ）が携帯型音楽プレーヤーの普及に伴う需要減少が予測されることから、290百万円(当期比82.5％)を見込ん

でおります。 

  その他につきましては、560百万円(当期比98.3％)を見込んでおります。 

②小売事業 

  当社小売事業部門において大きな変動要因が予測されないことから、700百万円(当期比98.2％)を見込んでおりま

す。 
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２．財政状態 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,629百万円増加した8,180百万円となりました。 

 増加要因は資産の部において流動資産が1,471百万円の増加及び投資その他の資産が215百万円の増加によるもの

で、負債の部においては流動負債が1,656百万円増加しております。 

 流動資産の増加要因はたな卸資産の増加1,166百万円、受取手形及び売掛金の増加263百万円によるもので、投資そ

の他の資産の増加要因は投資有価証券の増加335百万円及び再評価に係る繰延税金資産の取崩98百万円によるもので

す。また、流動負債の増加要因は支払手形及び買掛金の増加1,528百万円、短期借入金の増加79百万円によるもので

す。 

 当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ489百万円減少し、196百万円の収入となりました。主

な要因は売上債権の増加額428百万円、たな卸資産の増加額1,346百万円、未払消費税等の減少額61百万円及び仕入債

務の増加額1,722百万円によるものです。 

（投資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・フローは前連結会計年度に比べ108百万円増加し、118百万円の支出となりました。主

な要因は貸付金の返済による収入が増加したためです。 

（財務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・フローは前連結会計年度に比べ199百万円増加し、60百万円の収入となりました。主

な要因は社債の償還による支出100百万円があったものの、短期借入金の増加額229百万円があったためです。 

 以上の結果により、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度に比べ140百万円増加した1,625百万円となりまし

た。 

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

※１．各指標は、以下の計算式により算出しております。 

自己資本比率： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率： 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 

２．各指標は、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。 

３．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としております。利息の支払については、営業キャッシ

ュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．第22期（平成16年３月期）の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは当該期の営業キャッシ

ュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率（％） 49.8 52.5 43.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 23.8 29.0 32.1 

債務償還年数（年） － 1.2 4.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
－ 114.3 50.3 
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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 ※１  1,570,189   1,686,134    

２．受取手形及び売掛金   1,604,899   1,868,569    

３．有価証券   35,765   32,888    

４．たな卸資産   635,901   1,802,115    

５．繰延税金資産   41,295   46,558    

６．その他   259,686   177,995    

貸倒引当金   △14,018   △9,162    

流動資産合計   4,133,719 63.1  5,605,100 68.5 1,471,380 

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1）建物及び構築物 ※１ 159,026   158,454     

減価償却累計額  85,588 73,437  91,539 66,914    

(2）機械装置及び運搬
具 

 27,583   27,646     

減価償却累計額  21,349 6,233  23,451 4,194    

(3）土地 ※1,2  408,338   408,338    

(4）その他  122,463   71,277     

減価償却累計額  72,206 50,257  59,093 12,184    

有形固定資産合計   538,266 8.2  491,631 6.0 △46,634 

２．無形固定資産   48,163 0.7  36,700 0.5 △11,462 

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券   812,700   1,147,770    

(2）繰延税金資産   15,550   －    

(3）再評価に係る繰延
税金資産 

※２  98,085   －    

(4）敷金及び保証金   680,504   651,302    

(5）その他   240,649   253,350    

貸倒引当金   △16,668   △5,705    

投資その他の資産合
計 

  1,830,820 28.0  2,046,717 25.0 215,897 

固定資産合計   2,417,250 36.9  2,575,050 31.5 157,799 

資産合計   6,550,970 100.0  8,180,150 100.0 1,629,179 
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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） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形及び買掛金 ※１  1,551,529   3,079,629    

２．短期借入金 ※１  521,000   600,000    

３．１年内償還予定社債   100,000   100,000    

４．１年内返済予定長期
借入金 

※１  17,000   100,000    

５．未払金   63,884   56,892    

６．未払費用   63,972   60,160    

７．未払法人税等   115,860   121,360    

８．未払消費税等   20,397   －    

９．賞与引当金   41,637   35,512    

10．その他   9,290   7,114    

流動負債合計   2,504,572 38.2  4,160,669 50.9 1,656,096 

Ⅱ 固定負債          

１．社債   100,000   －    

２．長期借入金 ※１  100,000   －    

３．退職給付引当金   51,431   37,915    

４．役員退職慰労引当金   187,272   200,797    

５．受入保証金   147,418   126,243    

６．その他   －   68,609    

固定負債合計   586,122 9.0  433,566 5.3 △152,556 

負債合計   3,090,695 47.2  4,594,235 56.2 1,503,539 

          

（少数株主持分）          

少数株主持分   18,002 0.3  － － △18,002 

          

（資本の部）          

Ⅰ 資本金 ※３  598,510 9.2  598,510 7.3 － 

Ⅱ 資本剰余金   545,000 8.3  545,000 6.7 － 

Ⅲ 利益剰余金   2,333,628 35.6  2,454,544 30.0 120,916 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  △143,742 △2.2  △241,827 △3.0 △98,085 

Ⅴ その他有価証券評価差
額金 

  152,618 2.3  273,703 3.3 121,084 

Ⅵ 自己株式 ※４  △43,743 △0.7  △44,016 △0.5 △273 

資本合計   3,442,272 52.5  3,585,914 43.8 143,642 

負債、少数株主持分及
び資本合計 

  6,550,970 100.0  8,180,150 100.0 1,629,179 
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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   16,493,042 100.0  14,994,059 100.0 △1,498,983 

Ⅱ 売上原価   14,694,239 89.1  13,283,843 88.6 △1,410,395 

売上総利益   1,798,803 10.9  1,710,215 11.4 △88,587 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,507,306 9.1   1,407,342 9.4 △99,963 

営業利益   291,497 1.8  302,872 2.0 11,375 

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息  11,879   9,209     

２．受取配当金  2,101   17,395     

３．有価証券売却益  11,101   16,090     

４．受取賃貸料  3,395   3,846     

５．受取保管料  30,630   29,281     

６．雑収入  7,110 66,218 0.4 9,172 84,995 0.6 18,777 

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息  5,363   4,924     

２．支払保証料  1,279   1,278     

３．雑損失  56 6,699 0.1 47 6,251 0.0 △448 

経常利益   351,015 2.1  381,617 2.6 30,601 

Ⅵ 特別利益          

１．保険返戻金  4,117   －     

２．貸倒引当金戻入益  5,716   －     

３．退職給付引当金戻入
益 

 －   7,467     

４．子会社株式売却益  －   25,838     

５．その他  － 9,834 0.1 818 34,124 0.2 24,290 

Ⅶ 特別損失          

１．固定資産除却損 ※２ 7,793   －     

２．投資有価証券評価減  1,449   52,199     

３．出資金評価減  2,320   －     

４．貸倒引当金繰入額  2,100   －     

５．その他  500 14,164 0.1 674 52,874 0.4 38,709 

税金等調整前当期純
利益 

  346,686 2.1  362,868 2.4 16,181 

法人税、住民税及び
事業税 

 156,447   202,200     

法人税等調整額  4,237 160,685 0.9 △12,309 189,891 1.3 29,205 

少数株主利益   6,802 0.1  1,385 0.0 △5,417 

当期純利益   179,198 1.1  171,591 1.1 △7,606 
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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    544,864   545,000 135 

Ⅱ 資本剰余金増加高            

 １．自己株式処分差益  135 135 － － △135 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   545,000  545,000 － 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高    2,204,901   2,333,628 128,726 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

当期純利益  179,198 179,198 171,591 171,591 △7,606 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

配当金  50,471 50,471 50,674 50,674 202 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   2,333,628  2,454,544 120,916 
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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） 

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  346,686 362,868   

減価償却費  54,991 46,397   

営業権償却  3,809 3,809   

投資有価証券評価減  1,449 52,199   

会員権評価減  500 －   

保険返戻金  △4,117 △344   

出資金評価減  2,320 382   

子会社株式売却益  － △25,838   

退職給付引当金の増加額（△減少
額） 

 5,854 △12,391   

役員退職慰労引当金の増加額  15,052 14,244   

賞与引当金の増加額（△減少額）  2,254 △1,975   

貸倒引当金の増加額  4,174 8,259   

受取利息及び受取配当金  △13,981 △26,604   

支払利息  5,363 4,924   

為替差損益  △204 △1,369   

有価証券売却損益  △11,101 △16,090   

有形固定資産売却益  － △373   

有形固定資産除却損  2,443 291   

無形固定資産除却損  5,349 －   

売上債権の減少額（△増加額）  196,921 △428,307   

たな卸資産の減少額（△増加額）  104,267 △1,346,107   

その他資産の減少額  136,338 82,577   

破産更生債権等の増加額  △3,487 △1,524   

仕入債務の増加額  14,138 1,722,475   

未払消費税等の増加額（△減少額）  594 △61,085   

その他負債の増加額（△減少額）  △432 7,495   

受入保証金の増加額（△減少額）  1,229 △19,875   

仕入保証金の増加額  △43,700 △150   

小計  826,715 363,887 △462,827 

利息及び配当金の受取額  11,722 25,440   

利息の支払額  △5,998 △3,899   

法人税等の支払額  △146,905 △189,219   

営業活動によるキャッシュ・フロー  685,534 196,209 △489,324 
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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） 

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  △9,802 △9,600   

定期預金の払戻による収入  21,827 36,667   

有形固定資産の取得による支出  △53,358 △23,283   

有形固定資産の売却による収入  － 406   

長期前払費用の取得等による支出  △10,145 △9,545   

無形固定資産の取得等による支出  △16,269 △1,851   

投資有価証券の取得による支出  △592,292 △391,306   

投資有価証券の売却による収入  436,757 223,836   

連結範囲の変更を伴う子会社の売却
による支出 

 － △2,416   

貸付金の貸付による支出  △29,090 △49,556   

貸付金の返済による収入  22,185 128,855   

敷金の返還による収入  4,835 5,835   

敷金の取得による支出  △4,929 △254   

その他の投資等の減少額（△増加
額） 

 3,833 △26,091   

投資活動によるキャッシュ・フロー  △226,450 △118,305 108,144 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増加額（△減少額）  △10,000 229,000   

長期借入金の返済による支出  △83,206 △17,000   

社債の償還による支出  － △100,000   

自己株式の取得及び売却による収支
（△支出） 

 4,643 △273   

配当金の支払額  △50,231 △50,865   

財務活動によるキャッシュ・フロー  △138,793 60,860 199,654 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  204 1,369 1,165 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  320,494 140,134 △180,360 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,165,251 1,485,745 320,494 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,485,745 1,625,880 140,134 
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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）連結子会社の数は、次の３社であり

ます。 

   ㈱ジェイメックス 

   ㈱イーネット・フロンティア 

   リングフリージャパン㈱ 

(1）連結子会社の数は、次の２社であり

ます。 

   ㈱ジェイメックス 

   リングフリージャパン㈱ 

   

   従来連結子会社でありました㈱イー 

  ネット・フロンティアは、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。 

 (2）非連結子会社はありません。 (2）      同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）当社は、持分法を適用した非連結子

会社及び関連会社はありません。 

(1）      同左 

 (2）持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社はありません。 

(2）       同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

イ．有価証券 

その他有価証券 

イ．有価証券 

その他有価証券 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

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） 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 ロ．たな卸資産 

商品 

中古品…個別法による原価法 

上記以外…移動平均法による原価

法 

ロ．たな卸資産 

商品 

同左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

(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（但し、平成11年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を除く）

については、定額法）を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物     ８～45年

機械装置及び運搬具   ２～10年 

 また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については３年間で均等償

却する方法によっております。 

イ．有形固定資産 

                 同左 

 ロ．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（５年）に

基づく定額法を採用しております。 

ロ．無形固定資産 

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） 

 ハ．長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

 なお、映像使用料等については、見

込収益に基づく方法と見込利用期間に

基づく均等償却額のいずれか大きい金

額を計上しております。 

ハ．長期前払費用 

        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。 

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、支給見込額に基づき計

上しております。 

ロ．賞与引当金 

同左 

 ハ．退職給付引当金 

 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

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

ハ．退職給付引当金 

       同左 

 ニ．役員退職慰労引当金 

  当社及び一部の連結子会社におい

て、役員の退職慰労金の支出に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。  

ニ．役員退職慰労引当金 

 当社において、役員の退職慰労金の

支出に充てるため、内規に基づく期末

要支給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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

イ．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につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．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 

７．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、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

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 

 表示方法の変更 

 追加情報 

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） 

         ──────── （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。 

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） 

                 ───────── 

  

(連結貸借対照表) 

 前連結会計年度まで独立科目で掲記していた未払消費

税等（当連結会計年度91千円）は、金額が僅少となった

ため、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

  

(連結損益計算書) 

 前期まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示してお 

りました「支払保証料」は営業外費用の総額の100分の10 

を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前期における「支払保証料」の金額は794千円で

あります。  

(連結損益計算書) 

  前期まで区分掲記しておりました特別利益の「保険返

戻金」（当連結会計年度344千円）及び「貸倒引当金戻入

益」（当連結会計年度100千円)は特別利益の総額の100分

の10以下であるため特別利益の「その他」に含めて表示

しております。 

 また、特別損失の「固定資産除却損」（当連結会計年

度291千円）及び「出資金評価減」（当連結会計年度382

千円）についても前期まで区分掲記しておりましたが特

別損失の総額の100分の10以下であるため特別損失の「そ

の他」に含めて表示しております。 

  

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） 

(外形標準課税) 

 実務対応報告第12号「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り扱 

 い」(企業会計基準委員会(平成16年２月13日))に基づき 

 、法人事業税の付加価値割及び資本割7,162千円を販売費 

 及び一般管理費として処理しております。 

         ──────── 

- 18 -



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．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 

現金及び預金 102,842千円 

建物及び構築物 41,952千円 

土地 365,659千円 

合計 510,454千円 

現金及び預金 80,843千円 

建物及び構築物 38,916千円 

土地 365,659千円 

合計 485,418千円 

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金 155,014千円 

短期借入金 71,000千円 

長期借入金 

（１年内返済予定長期借

入金を含む） 

117,000千円 

合計 343,014千円 

支払手形及び買掛金 240,644千円 

短期借入金 150,000千円 

長期借入金 

（１年内返済予定長期借

入金を含む） 

100,000千円 

合計 490,644千円 

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として資本

の部に計上しております。 

※２．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該再評価差額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算定した価額に、合理的な調整を行って評

価額を算定しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算定した価額に、合理的な調整を行って評

価額を算定しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額 

76,744千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額 

      99,636千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式5,257,950株で

あります。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式5,257,950株で

あります。 

※４．当社の所有する自己株式の数は、普通株式190,471

株であります。 

※４．当社の所有する自己株式の数は、普通株式191,096

株であります。 
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（連結損益計算書関係） 

（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．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。 

役員報酬 123,195千円 

給料・手当 484,483千円 

賞与引当金繰入額 39,549千円 

役員退職慰労引当金繰入額 15,052千円 

退職給付費用 11,623千円 

貸倒引当金繰入額 7,791千円 

荷造運搬費 164,428千円 

役員報酬 121,695千円 

給料・手当 466,419千円 

賞与引当金繰入額 38,555千円 

役員退職慰労引当金繰入額 14,620千円 

退職給付費用 4,468千円 

貸倒引当金繰入額 8,359千円 

荷造運搬費 145,614千円 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※２.       ───────── 

建物及び構築物 911千円 

機械装置及び運搬具 618千円 

有形固定資産「その他」 913千円 

無形固定資産 5,349千円 

合計 7,793千円 

 

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は、次のとおりであり

ます。 

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は、次のとおりであり

ます。 

（平成17年３月31日現在）

 千円

現金及び預金勘定 1,570,189

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △120,209

ＭＭＦ・ＭＲＦ 35,765

現金及び現金同等物 1,485,745

（平成18年３月31日現在）

 千円

現金及び預金勘定 1,686,134

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △93,143

ＭＭＦ・ＭＲＦ 32,888

現金及び現金同等物 1,625,880

２.       ───────── ２.株式の売却により連結除外となった会社の資産及び負

債の主な内訳 

 （平成17年８月31日現在）

 千円

流動資産 422,411

固定資産 67,808

流動負債 413,017

固定負債 14,644

- 20 -



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 

(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 

 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、減損損失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） 

(有形固定資産)    

その他 122,532 94,987 27,544 

(無形固定資産) 44,126 34,154 9,971 

合計 166,658 129,142 37,515 

 
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） 

(有形固定資産)    

その他 109,323 89,762 19,561 

(無形固定資産) 41,555 26,976 14,578 

合計 150,878 116,738 34,139 

(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 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 28,051千円 

１年超 10,279千円 

合計 38,330千円 

１年内 12,842千円 

１年超 21,626千円 

合計 34,468千円 

(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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 39,889千円 

減価償却費相当額 37,881千円 

支払利息相当額 1,177千円 

支払リース料 28,205千円 

減価償却費相当額 26,817千円 

支払利息相当額 585千円 

(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 

 (減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 
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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 

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 

 種類 

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

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 

(1）株式 188,233 488,175 299,942 225,817 712,020 486,202 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 188,233 488,175 299,942 225,817 712,020 486,202 

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 56,500 54,424 △2,076 54,536 49,529 △5,006 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 173,855 132,750 △41,105 173,855 143,600 △30,255 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 230,356 187,174 △43,181 228,392 193,129 △35,262 

合計 418,590 675,350 256,760 454,210 905,150 450,939 

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） 

436,757 22,067 10,966 223,836 19,010 2,919 
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

③ デリバティブ取引 

 

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） 

その他有価証券   

① 非上場株式 124,021 234,291 

② 非上場債券 5,000 － 

③ ＭＭＦ・ＭＲＦ 35,765 32,888 

④ 新株引受権証券 8,328 8,328 

合計 173,115 275,508 

区分 

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年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

① 債券         

国債・地方債等 － － － － － － － － 

社債 － 54,420 38,290 45,038 － 53,595 42,183 47,820 

その他 － － － － － － － － 

② その他 － － － － － － － － 

合計 － 54,420 38,290 45,038 － 53,595 42,183 47,820 

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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④ 退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。この適格退職

年金制度は、平成５年２月より採用しております。また従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があ

ります。 

 なお、連結子会社においても退職一時金制度を設定しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

（注） 提出会社及び連結子会社は簡便法を採用しており、それぞれの退職給付費用は①勤務費用に計上して

おります。 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

① 退職給付債務 △127,629 △124,226 

② 年金資産 76,197 86,310 

③ 未積立退職給付債務（①＋②） △51,431 △37,915 

④ 会計基準変更時差異の未処理額 － － 

⑤ 連結貸借対照表計上額（純額） △51,431 △37,915 

⑥ 前払年金費用 － － 

⑦ 退職給付引当金 △51,431 △37,915 

  （単位：千円）

 
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 勤務費用 11,623 4,468 

② 会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

③ 退職給付費用（①＋②） 11,623 4,468 

   

- 24 -



⑤ 税効果会計 

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

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

内訳 

繰延税金資産 千円

税務上の繰越欠損金 37,519

未払事業税 7,887

退職給付引当金超過額 20,437

役員退職慰労引当金否認 75,966

商品評価減否認 8,190

会員権評価減否認 7,957

賞与引当金否認 16,954

その他有価証券評価差額金 17,514

投資有価証券評価減否認 8,358

その他 16,970

繰延税金資産小計 217,757

評価性引当額 △38,785

繰延税金資産合計 178,971

繰延税金資産 千円

税務上の繰越欠損金 40,671

未払事業税 9,135

退職給付引当金超過額 15,378

役員退職慰労引当金否認 81,443

商品評価減否認 16,320

会員権評価減否認 7,957

賞与引当金否認 14,403

その他有価証券評価差額金 14,302

投資有価証券評価減否認 26,153

その他 12,004

繰延税金資産小計 237,772

評価性引当額 △58,560

繰延税金資産合計 179,212

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 121,656

特別償却準備金 350

その他 118

繰延税金負債合計 122,125

繰延税金資産の純額 56,846

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 201,069

特別償却準備金 194

その他 －

繰延税金負債合計 201,263

繰延税金負債の純額 22,051

（注） 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

（注） 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

 千円

流動資産－繰延税金資産 41,295

固定資産－繰延税金資産 15,550

 千円

流動資産－繰延税金資産 46,558

固定負債－その他 68,609

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の主な項目別内訳 

 ％

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.1

留保金課税等 1.4

住民税均等割等 2.7

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.3

 ％

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.1

留保金課税等 2.4

住民税均等割等 2.6

連結子会社税効果未認識額 5.4

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.3
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⑥ 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）の事業の種類別セグメントは、次のとお

りであります。 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品の種類・性質及び市場の類似性を考慮に区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

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、306,677千円であり、その主な

ものは、当社の総務部門等管理部門に係る支出であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,832,832千円であり、その主なものは、当

社における余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び総務・経理部門等の管理

部門に係る資産であります。 

５．長期前払費用に係る資本的支出と減価償却費が含まれております。 

 
卸売事業 
（千円） 

小売事業 
（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 15,757,954 735,087 16,493,042 － 16,493,042 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
442 9,953 10,396 (10,396) － 

計 15,758,397 745,041 16,503,438 (10,396) 16,493,042 

営業費用 15,195,744 712,884 15,908,628 292,916 16,201,545 

営業利益 562,652 32,157 594,810 (303,312) 291,497 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

資産 4,270,947 447,231 4,718,178 1,832,792 6,550,970 

減価償却費 42,344 3,317 45,662 9,329 54,991 

資本的支出 68,140 1,151 69,292 10,756 80,048 

事業区分 主要商品 

卸売事業 

レンタル用ＣＤ、ビデオソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、コンシューマーゲーム

（家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等）、関連商品（ブランクテープ、ＭＤ、当社開発

商品、備品等）、その他 

小売事業 
ＣＤ、ビデオソフト等のレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム、ＤＶＤビデ

オソフトの販売、書籍の販売 
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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）の事業の種類別セグメントは、次のとお

りであります。 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品の種類・性質及び市場の類似性を考慮に区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

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、280,084千円であり、その主な

ものは、当社の総務部門等管理部門に係る支出であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,256,827千円であり、その主なものは、当

社における余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び総務・経理部門等の管理

部門に係る資産であります。 

５．長期前払費用に係る資本的支出と減価償却費が含まれております。 

ｂ．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）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日）において、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。 

ｃ．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）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 
卸売事業 
（千円） 

小売事業 
（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 14,281,389 712,669 14,994,059 － 14,994,059 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
73 1,771 1,845 (1,845) － 

計 14,281,463 714,440 14,995,904 (1,845) 14,994,059 

営業費用 13,743,462 670,387 14,413,849 277,337 14,691,186 

営業利益 538,001 44,053 582,055 (279,182) 302,872 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

資産 5,665,142 258,179 5,923,322 2,256,827 8,180,150 

減価償却費 26,043 9,437 35,480 10,916 46,397 

資本的支出 21,206 － 21,206 10,359 31,565 

事業区分 主要商品 

卸売事業 

レンタル用ＣＤ、ビデオソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、コンシューマーゲーム

（家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等）、関連商品（ブランクテープ、ＭＤ、当社開発

商品、備品等）、その他 

小売事業 
ＣＤ、ビデオソフト等のレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム、ＤＶＤビデ

オソフトの販売、書籍の販売 
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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 

 （注）１．当社の仕入債務に対して、代表取締役社長金岡正光より債務保証を受けております。なお、保証料の支払い

は担保極度額を78,000千円とし、年率1.0％の保証料を支払っております。 

２．貸付金の利息は年率1.375％を受取っております。なお、当該金銭の貸付取引の残高はありません。 

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） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．当社の仕入債務に対して、代表取締役社長金岡正光より債務保証を受けております。なお、保証料の支払い

は担保極度額を78,000千円とし、年率1.0％の保証料を支払っております。 

２．貸付金の利息は年率1.375％を受取っております。 

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
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員の
兼任等 
（人） 

事業上
の関係 

役員及び個

人主要株主 
金岡正光 － － 

当社代表 

取締役社

長 

直接 

33.4 
－ － 

仕入債務の被

保証 

（注１） 

191,178 － － 

仕入債務の被

保証に対する

保証料の支払

い 

（注１） 

780 － － 

金銭の貸付に

対する利息の

受取 

（注２） 

288 － － 

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
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員の
兼任等 
（人） 

事業上
の関係 

役員及び個

人主要株主 
金岡正光 － － 

当社代表 

取締役社

長 

直接 

32.2 
－ － 

仕入債務の被

保証 

（注１） 

211,895 － － 

仕入債務の被

保証に対する

保証料の支払

い 

（注１） 

780 － － 

金銭の貸付 

（注２） 
20,000 － － 

金銭の貸付に

対する利息の

受取 

（注２） 

255 － － 
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（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

（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） 

１株当たり純資産額 679円29銭 

１株当たり当期純利益 35円43銭 

１株当たり純資産額 707円72銭 

１株当たり当期純利益 33円86銭 

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 179,198 171,591 

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） 179,198 171,591 

期中平均株式数（千株） 5,058 5,067 

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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