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平成18年６月19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 
 

 

 

子会社の異動及び楽器事業等の事業譲渡についてのお知らせ 
 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成18年５月15日付取締役会にて決議し、同日付けで開示いたし

ました「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」

に記載の、子会社の異動及び楽器事業等の事業譲渡に関し、未定項目でありました譲渡資産・負債等につい

て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
 

記 

 

 
１．子会社の異動及び楽器事業等の事業譲渡の理由 

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、その上で、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．子会社の異動 

（１）異動する子会社（事業譲渡先）の概要 

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 17 年３月期 平成 18 年３月期 

売上高 3,795 千円 7,726 千円 

営業利益 △6,328 千円 △1,014 千円 

経常利益 △6,328 千円 △1,014 千円 

当期純利益 △6,397 千円 △1,108 千円 

総資産 11,761 千円 10,547 千円 

株主資本 9,903 千円 8,795 千円 
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（２）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賃貸人 

異動前の所有株式数     なし 

取得株式数         1,000 株（譲渡価額 8,795 千円） 

※譲渡価額は、当社所有の当該株式の簿価であります。 

 

 

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 

 

 

３．楽器事業等の事業譲渡 

（１）譲渡事業 

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）譲渡事業の売上高                           （単位未満切捨表示） 

 譲渡事業(a) 当社全体(b) 比率(a/b) 

平成 18 年３月期 3,515 百万円 23,888 百万円 14.7%

平成 17 年３月期 3,772 百万円 25,739 百万円 14.7%

 

（３）主要な譲渡資産、負債の項目及び金額（平成 18 年３月 31 日現在）     （単位未満切捨表示） 

資 産 負 債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

現金預金 145 百万円 買掛債務 188 百万円

売掛債権 128 百万円 その他流動負債 62 百万円

棚卸資産 459 百万円 退職給与引当金 367 百万円

その他流動負債 77 百万円 借入金 600 百万円

有形固定資産 110 百万円  

無形固定資産 1 百万円  

投資その他の資産 144 百万円 （資産・負債差引） △150 百万円

合計 1,068 百万円 合計 1,068 百万円

   ※上記資産・負債項目は全て譲渡期日までに確定いたします。 

 

（４）譲渡価額及び決裁方法 

  譲渡価額   １万円 

  決済方法   譲渡日限り、譲渡価額を別途定める口座に振り込む 

 

※譲渡資産・負債について、負債金額が資産金額を上回る予定であり、その差額をすみやグッディ

㈱が引き受ける形となっております。そのため、譲渡価額につきましては、両社協議のうえ、１

万円とすることといたしました。 
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４．子会社の異動及び楽器事業等の事業譲渡の日程 

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    子会社株式売却決議、子会社株式譲渡期日 

平成 18 年６月 19 日    事業譲渡契約書締結 

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 

 

 

５．今後の見通し 

今回の営業譲渡に伴う業績への影響は、平成 18 年５月 26 日付けで開示いたしました「平成 18 年３月

期決算短信（非連結）」にてお知らせいたしました、「２．１９年３月期の業績予想」に織り込み済みで

あります。 

 

 

 

以上 


