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平成18年６月６日 

各 位 

会社名 株式会社ソフマップ 

代表取締役社長  野口  進 

（コード番号2690 東証第２部） 

問合せ先 取締役管理本部長 

鈴木 和重 

TEL:03-3251-3000 

 

親会社等の中間決算に関するお知らせ 

 

 当社の親会社であります株式会社ビックカメラの平成18年８月期中間決算（連結および個別）の内容が確

定しましたので、下記のとおりお知らせします。 

  

記 

 

1. 親会社等について 

   (1)名称           株式会社ビックカメラ 

 

   (2)本店所在地        東京都豊島区高田三丁目23番23号 

 

   (3)代表者の氏名       代表取締役社長 宮嶋宏幸 

 

   (4)資本金          1,623百万円 

 

   (5)事業の内容        カメラ・家電・ＰＣ等の販売 

 

   (6)当社との関係 

      ①当社株式保有割合   56.78% 

      ②人的関係       株式会社ビックカメラ 取締役 野口 進氏（当社代表取締役社長） 

                  株式会社ビックカメラ 常務取締役 金澤 正晃氏（当社監査役） 

 

   (7)決算期          ８月31日 
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2. 中間連結財務諸表 

 ① 中間連結貸借対照表 

 
当中間連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

区分 金額(千円) 
構成比

(％) 

(資産の部) 

 Ⅰ 流動資産 

 1. 現金及び預金 25,686,256

 2. 受取手形及び売掛金 13,707,155

 3. たな卸資産 32,424,665

 4. その他 12,012,461

   貸倒引当金 △61,232

  流動資産合計 83,769,305 45.8

 Ⅱ 固定資産 

 1. 有形固定資産 

 (1) 建物及び構築物 8,790,882

 (2) 土地 30,219,388

 (3) その他 1,924,416 40,934,687

 2. 無形固定資産 

 (1) 連結調整勘定 1,446,512

 (2) その他 3,553,148 4,999,660

 3. 投資その他の資産 

 (1) 投資有価証券 19,482,036

 (2) 保証金 27,203,498

 (3) その他 8,862,156

   貸倒引当金 △2,220,740 53,326,950

  固定資産合計 99,261,298 54.2

  資産合計 183,030,603 100.0
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当中間連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

区分 金額(千円) 
構成比

(％) 

(負債の部) 

 Ⅰ 流動負債 

 1. 買掛金 34,901,328

 2. 短期借入金 21,727,353

 3. 一年内返済予定長期借入金 29,594,348

 4. 一年内償還予定社債 1,530,000

 5. 未払法人税等 3,788,205

 6. 賞与引当金 1,168,978

 7. ポイント引当金 10,578,657

 8. 修理保証引当金 180,000

 9. その他 8,965,040

  流動負債合計 112,433,911 61.4

 Ⅱ 固定負債 

 1. 社債 2,975,000

 2. 長期借入金 41,661,001

 3. 退職給付引当金 2,935,179

 4. 役員退職慰労引当金 479,793

 5. その他 2,079,391

  固定負債合計 50,130,365 27.4

  負債合計 162,564,276 88.8

(少数株主持分) 

  少数株主持分 1,653,141 0.9

(資本の部) 

 Ⅰ 資本金 1,623,270 0.9

 Ⅱ 資本剰余金 1,197,064 0.6

 Ⅲ 利益剰余金 12,194,130 6.7

 Ⅳ その他有価証券評価差額金 3,798,721 2.1

  資本合計 18,813,185 10.3

  負債、少数株主持分及び資本合計 183,030,603 100.0
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 ② 中間連結損益計算書 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日

至 平成18年２月28日) 

区分 金額(千円) 
百分比

(％) 

 Ⅰ 売上高 220,385,843 100.0

 Ⅱ 売上原価 166,173,223 75.4

   売上総利益 54,212,619 24.6

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 47,773,059 21.7

   営業利益 6,439,560 2.9

 Ⅳ 営業外収益 

 1. 受取利息 27,436

 2. 受取配当金 43,660

 3. 連結調整勘定償却額 7,056

 4. 賃貸料収入 499,227

 5. 広告料収入 222,362

 6. 匿名組合投資利益 621,992

 7. その他 202,629 1,624,365 0.7

 Ⅴ 営業外費用 

 1. 支払利息 789,099

 2. 賃貸料原価 291,787

 3. その他 130,102 1,210,989 0.5

   経常利益 6,852,936 3.1

 Ⅵ 特別利益 

 1. 投資有価証券売却益 43,708

 2. 貸倒引当金戻入益 7,604

 3. 償却債権取立益 65,586 116,898 0.1

 Ⅶ 特別損失 

 1. 固定資産売却損 1,219

 2. 固定資産除却損 1,250

 3. 投資有価証券売却損 144,334

 4. 持分変動損失 88,606

 5. 貸倒損失 24,841

 6. 減損損失 959,731 1,219,982 0.6

   税金等調整前中間純利益 5,749,852 2.6

   法人税、住民税及び事業税 3,740,617

   法人税等調整額 △357,425 3,383,191 1.5

   少数株主損失 279,966 0.1

   中間純利益 2,646,627 1.2
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3. 中間財務諸表 

 ① 中間貸借対照表 

 
当中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

区分 金額(千円) 
構成比

(％) 

(資産の部) 

 Ⅰ 流動資産 

 1. 現金及び預金 15,063,209

 2. 売掛金 10,945,278

 3. たな卸資産 21,106,127

 4. 未収入金 5,536,222

 5. その他 8,553,229

   貸倒引当金 △53,000

  流動資産合計 61,151,068 41.0

 Ⅱ 固定資産 

 1. 有形固定資産 

 (1) 建物 7,022,722

 (2) 土地 23,303,879

 (3) その他 268,384

  有形固定資産合計 30,594,986

 2. 無形固定資産 2,904,563

 3. 投資その他の資産 

 (1) 投資有価証券 18,191,783

 (2) 関係会社株式 9,780,301

 (3) 保証金 22,507,259

 (4) その他 5,917,501

   貸倒引当金 △1,874,045

  投資その他の資産合計 54,522,799

  固定資産合計 88,022,349 59.0

  資産合計 149,173,417 100.0
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当中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

区分 金額(千円) 
構成比

(％) 

(負債の部) 

 Ⅰ 流動負債 

 1. 買掛金 25,700,453

 2. 短期借入金 14,884,000

 3. 一年内返済予定長期借入金 25,271,266

 4. 一年内償還予定社債 600,000

 5. 未払法人税等 3,517,627

 6. 賞与引当金 944,550

 7. ポイント引当金 9,978,657

 8. その他 7,192,912

  流動負債合計 88,089,466 59.0

 Ⅱ 固定負債 

 1. 社債 2,100,000

 2. 長期借入金 35,781,101

 3. 退職給付引当金 1,349,806

 4. 役員退職慰労引当金 471,200

 5. その他 1,597,501

  固定負債合計 41,299,608 27.7

  負債合計 129,389,074 86.7

(資本の部) 

 Ⅰ 資本金 1,623,270 1.1

 Ⅱ 資本剰余金 

 1. 資本準備金 1,197,064

   資本剰余金合計 1,197,064 0.8

 Ⅲ 利益剰余金 

 1. 利益準備金 27,500

 2. 任意積立金 8,760,000

 3. 中間未処分利益 4,428,715

   利益剰余金合計 13,216,215 8.9

 Ⅳ その他有価証券評価差額金 3,747,793 2.5

  資本合計 19,784,343 13.3

  負債資本合計 149,173,417 100.0
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 ② 中間損益計算書 

 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日

至 平成18年２月28日) 

区分 金額(千円) 
百分比

(％) 

 Ⅰ 売上高 213,436,649 100.0

 Ⅱ 売上原価 161,576,229 75.7

   売上総利益 51,860,420 24.3

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 45,561,878 21.3

   営業利益 6,298,541 3.0

 Ⅳ 営業外収益 2,510,837 1.2

 Ⅴ 営業外費用 1,444,043 0.7

   経常利益 7,365,336 3.5

 Ⅵ 特別利益 53,971 0.0

 Ⅶ 特別損失 653,504 0.3

   税引前中間純利益 6,765,802 3.2

   法人税、住民税及び事業税 3,479,253

   法人税等調整額 △333,355 3,145,898 1.5

   中間純利益 3,619,904 1.7

   前期繰越利益 808,811

   中間未処分利益 4,428,715
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4. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

 

  【株式の所有者別状況】 

平成18年２月28日現在 

株式の状況 

外国法人等 区分 政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 証券会社
その他の

法人 個人以外 個人 

個人 

その他 
計 

端株の状況

(株) 

株主数(人) － 2 － 33 － － 19 54 －

所有株式数 

(株) 
－ 330 － 5,420 － － 635,451 641,201 －

所有株式数 

の割合(％) 
－ 0.05 － 0.85 － － 99.10 100.00 －
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  【大株主の状況】 

平成18年２月28日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対する

所有株式数の割合

(％) 

新井 隆二 埼玉県東松山市 627,555 97.87

宮嶋 宏幸 神奈川県横浜市青葉区 1,000 0.16

安積 克彦 東京都町田市 1,000 0.16

吉江 真一郎 東京都豊島区 1,000 0.16

佐藤 安 群馬県高崎市 1,000 0.16

川村 仁志 群馬県高崎市 800 0.12

新井 隆康 東京都港区 600 0.09

金澤 正晃 東京都練馬区 500 0.08

川端 稔伸 東京都練馬区 500 0.08

松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006 450 0.07
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  【役員の状況】 

平成18年２月28日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有 

株式数 

(株) 

昭和43年３月 株式会社高崎ＤＰセンター代表取締

役社長 

昭和47年５月 株式会社ビックカラー代表取締役社

長 

昭和55年11月 当社設立代表取締役社長 

平成17年11月 当社代表取締役会長 (現任) 

代表取締役 

会長 
－ 新 井 隆 二 昭和21年５月28日生

  

627,555

昭和59年３月 当社入社 

平成５年２月 当社渋谷東口店店長 

平成８年４月 当社取締役池袋本店店長 

平成10年５月 当社取締役営業部長兼池袋本店店長

平成12年３月 当社取締役人事部長 

平成12年11月 当社取締役営業部長 

平成14年６月 当社取締役営業本部長 

平成16年11月 当社専務取締役商品本部長 

平成17年３月 当社代表取締役専務商品本部長 

平成17年11月 当社代表取締役社長 (現任) 

代表取締役 

社長 
－ 宮 嶋 宏 幸 昭和34年10月24日生

  

1,000

昭和43年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みず

ほコーポレート銀行)入行 

平成８年５月 同行日本橋支店長 

平成９年12月 当社取締役 

平成10年８月 株式会社ビックパソコン館(平成13

年４月株式会社ビックピーカンに商

号変更) 代表取締役社長 

平成15年５月 株式会社ビックピーカンとの合併に

伴い、当社取締役社長代行に就任 

平成17年２月 当社専務取締役人事・法務・総務部

管掌 

平成17年６月 日本ビーエス放送株式会社代表取締

役社長 (現任) 

平成17年９月 当社専務取締役総務本部長 

平成17年11月 当社取締役副社長総務本部長 

平成18年２月 当社取締役副社長総務本部長兼関連

事業部長 (現任) 

取締役 

副社長 

総務本部長

兼関連事業

部長 

安 積 克 彦 昭和20年４月25日生

  

1,000

昭和52年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みず

ほコーポレート銀行)入行 

平成10年１月 同行融資第一部渉外役 

平成12年１月 株式会社ビックパソコン館(平成13

年４月株式会社ビックピーカンに商

号変更) 取締役 

平成12年２月 同社取締役社長室長 

平成12年10月 同社取締役経理部長 

平成15年５月 株式会社ビックピーカンとの合併に

伴い、当社取締役に就任 

平成15年７月 当社取締役経理部長 

平成17年11月 当社常務取締役経理部長 (現任) 

常務取締役 経理部長 金 澤 正 晃 昭和28年６月15日生

  

500
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有 

株式数 

(株) 

昭和57年４月 株式会社カガミ入社 

平成３年９月 当社入社 

平成９年10月 当社横浜西口店店長 

平成12年３月 当社渋谷東口店店長 

平成12年８月 当社池袋本店店長 

平成13年６月 当社有楽町店店長 

平成14年５月 当社執行役員営業部長兼新宿西口店

店長 

平成16年11月 当社取締役営業部長 

平成17年９月 当社取締役営業本部長兼営業部長 

平成17年12月 当社常務取締役営業本部長兼営業部

長 (現任) 

常務取締役 
営業本部長

兼営業部長 
塚 本 智 明 昭和34年12月１日生

  

300

昭和50年４月 株式会社西友ストアー(現株式会社

西友)入社 

昭和61年３月 当社入社 

平成２年７月 当社渋谷ハチ公口店店長 

平成３年４月 当社横浜西口店店長 

平成８年４月 当社取締役渋谷東口店店長 

平成10年５月 当社取締役商品部長 

平成13年11月 当社取締役商品部長兼ネットワーク

サービス商品推進室長 

平成17年11月 当社取締役関連事業部長 

平成18年２月 当社取締役 (現任) 

平成18年２月 株式会社ソフマップ代表取締役社長 

(現任) 

取締役 － 野 口   進 昭和31年12月13日生

  

－

昭和48年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みず

ほコーポレート銀行)入行 

平成10年１月 同行証券化営業部渉外役 

平成12年４月 当社出向 

平成12年６月 当社監査役 

平成13年４月 株式会社バイコム代表取締役社長 

(現任) 

平成14年10月 当社経理部長 

平成15年２月 当社取締役経理部長 

平成15年７月 当社取締役法務・総務部長 

平成17年２月 当社取締役総務部長 

平成17年11月 当社取締役代表室長 

平成18年２月 当社取締役会長室長（現任） 

取締役 会長室長 曽 我 邦 夫 昭和24年５月11日生

  

－

昭和50年４月 通商産業省入省 

平成13年４月 日本新事業支援協議会事務局長 

平成13年５月 アジア・インキュベーション協会幹

事 

平成13年12月 当社入社 

平成13年12月 株式会社フューチャー・エコロジー

代表取締役社長 (現任) 

平成15年11月 当社取締役 (現任) 

平成16年12月 株式会社国土環境研究所代表取締役

社長 (現任) 

取締役 － 加 藤 周 二 昭和28年１月10日生

  

－
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有 

株式数 

(株) 

昭和54年４月 高崎信用金庫入社 

昭和63年４月 株式会社アイラボ入社 

平成４年12月 当社入社 

平成13年11月 当社執行役員企画部長 

平成15年８月 当社執行役員広告営業部長 

平成16年５月 当社執行役員第一人事部長 

平成16年11月 当社取締役第一人事部長 

平成17年９月 当社取締役人事部長 (現任) 

取締役 人事部長 川 端 稔 伸 昭和29年９月16日生

  

500

昭和59年６月 株式会社オリエンタルランド入社 

昭和63年12月 当社入社 

平成７年８月 当社渋谷ハチ公口店店長 

平成９年４月 株式会社ビックパソコン館(平成13

年４月株式会社ビックピーカンに商

号変更)へ出向、パソコン館新宿東

南口店店長 

平成９年10月 当社渋谷ハチ公口店店長 

平成13年10月 当社システム計画室長 

平成15年８月 当社企画部長 

平成16年11月 当社執行役員企画部長 

平成17年11月 当社取締役商品本部長兼企画部長兼

物流部長 

平成18年１月 株式会社東京計画代表取締役社長 

(現任) 

平成18年２月 当社取締役商品本部長兼企画部長 

(現任) 

取締役 
商品本部長 

兼企画部長 
堀 越   雄 昭和37年５月10日生

  

200

昭和28年４月 日本電信電話公社入社 

昭和58年２月 同社理事職員局長 

昭和58年10月 同社理事総務理事 

昭和60年４月 日本電信電話株式会社常務取締役 

昭和61年６月 同社代表取締役副社長 

平成２年６月 同社代表取締役社長 

平成８年６月 同社取締役相談役 

平成15年７月 同社特別顧問 (現任) 

平成16年11月 当社取締役 (現任) 

取締役 － 児 島   仁 昭和５年12月５日生

  

20

昭和38年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みず

ほコーポレート銀行)入行 

平成３年５月 同行常務取締役 

平成７年５月 同社専務取締役(欧州駐在) 

平成14年６月 みずほ総合研究所株式会社代表取締

役会長 

平成15年６月 日本ヒューム株式会社監査役 

(現任) 

平成16年６月 日本精工株式会社取締役 (現任) 

平成17年11月 当社取締役 (現任) 

取締役 － 有 田 龍 郎 昭和15年５月19日生

  

－

 

 

 

 

 

 

 

   

  



－13－ 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有 

株式数 

(株) 

昭和42年４月 株式会社石川島播磨重工業入社 

昭和44年４月 株式会社東洋経済新報社入社 

平成３年10月 株式会社東京放送入社 

平成11年６月 同社取締役経営企画局長 

平成13年６月 同社上席執行役員経営企画局長兼Ｉ

Ｒ推進室長 

平成14年６月 株式会社ビーエス・アイ代表取締役

社長 (現任) 

平成14年６月 株式会社東京放送取締役 (現任) 

平成17年11月 当社取締役 (現任) 

取締役 － 生 井 俊 重 昭和18年11月26日生

  

－

昭和38年４月 東京国税局入局 

平成14年７月 雪谷税務署税務署長 

平成15年７月 税理士登録 

平成15年７月 当社入社 総務部担当部長 

平成16年11月 当社常勤監査役 (現任) 

常勤監査役 － 伊 藤 秀 行 昭和19年４月17日生

  

－

昭和47年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みず

ほコーポレート銀行)入行 

平成３年10月 同行鎌倉支店長 

平成14年２月 同行執行役員業務渉外部長 

平成14年４月 ユーシーカード株式会社常務取締役

平成16年２月 株式会社富士アドシステム代表取締

役社長 (現任) 

平成17年11月 当社監査役 (現任) 

監査役 － 小 松 英士郎 昭和23年７月27日生

  

－

昭和51年４月 株式会社集英社入社 

昭和56年３月 同社退社。 

 平成２年、著述業（エッセイスト）

を始める。(現職) 

平成16年４月 日本大学法学部新聞学科非常勤講師 

(現任) 

平成18年１月 当社監査役 (現任) 

監査役 － 岸 本 裕紀子 昭和28年11月15日生

  

－

計 631,075

(注) 1. 取締役児島仁、取締役有田龍郎及び取締役生井俊重は、旧商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役で

あります。 

   2. 監査役小松英士郎及び監査役岸本裕紀子は、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１

項に定める社外監査役であります。 

   3. 取締役川端稔伸は代表取締役会長新井隆二の妹の配偶者であります。 

   4. 当社は執行役員制度を導入しております。平成18年２月28日現在における執行役員は次の２名であります。 

役職名 氏名 

執行役員システム部長       遠井 銀市郎 

執行役員有楽町店店長       石川 勝芳 

 

 

 

 

 


