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１．平成18年５月中間期の業績（平成17年12月１日～平成18年５月31日）

(1）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５月中間期 7,146 330.4 598 － 485 －

17年９月中間期 1,660 △70.3 △250 － △260 －

17年11月期 3,351 42 24

中間（当期）純利益 １株当たり中間（当期）純利益
潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年５月中間期 888 － 8 66 7 15

17年９月中間期 △2,375 － △40 43  －

17年11月期 △2,090 △29 99  －

（注）①期中平均株式数 18年５月中間期 102,592,766株 17年９月中間期 58,765,473株 17年11月期69,718,255株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年５月中間期 16,525 7,658 46.3 74 64

17年９月中間期 11,026 6,486 58.8 63 24

17年11月期 13,384 6,769 50.6 65 99

（注）①期末発行済株式数 18年５月中間期102,607,518株 17年９月中間期102,580,962株 17年11月期102,575,627株

②期末自己株式数 18年５月中間期 61,907株 17年９月中間期 53,463株 17年11月期 58,798株

２．平成18年11月期の業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 8,700 1,650 1,645

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　14円　33銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年11月期 ― ― ― ― ― ―

18年11月期（実績） ― ― ―――― ―――― ―  

18年11月期（予想） ―――― ―――― ― 3.00 ― 3.00

※　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。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年５月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  3,327,890   1,321,622   5,905,626   

２．売掛金  359   3,570   10,609   

３．営業投資有価証券  10,433   1,960,405   22,413   

４．投資損失引当金  －   △136,040   －   

５．販売用不動産 ※２ 2,913,691   1,917,676   2,957,085   

６．前渡金  560,000   －   －   

７．短期貸付金  927,900   1,170,000   1,197,900   

８．その他  590,901   513,066   601,016   

　　貸倒引当金  △2,670   △10,900   △3,276   

流動資産合計   8,328,505 75.5  6,739,400 40.8  10,691,376 79.9

Ⅱ　固定資産           

1.有形固定資産 ※１          

（1）建物
※２
※３

444,741   312,735   440,991   

（2）土地
※２
※３

554,320   －   －   

（3）その他
※２
※３

31,821   196,635   585,663   

有形固定資産合計   1,030,883 9.4  509,370 3.1  1,026,654 7.7

２．無形固定資産   237 0.0  237 0.0  237 0.0

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券  270   270   270   

（2）関係会社株式 ※２ 1,000,000   2,148,801   1,000,000   

（3）その他関係会社株式  －   6,646,000   －   

（4）その他  ※２ 703,454   520,285   703,079   

　　　貸倒引当金  △36,577   △38,656   △36,630   

投資その他の資産合計   1,667,146 15.1  9,276,700 56.1  1,666,718 12.4

固定資産合計   2,698,266 24.5  9,786,308 59.2  2,693,610 20.1

資産合計   11,026,771 100.0  16,525,708 100.0  13,384,986 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年５月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  150,000   ―   164,490   

２．短期借入金 ※２ 2,008,000   1,771,795   2,498,000   

３．一年以内返済予
定の長期借入金

※２ 20,000   20,000   20,000   

４．一年以内償還予
定の社債

 －   5,000,000   －   

５．一年以内償還予
定の転換社債

※２ 1,250,000   1,250,000   1,250,000   

６．未払法人税等  15,045   8,438   13,732   

７．その他 ※４ 465,702   469,884   2,072,418   

流動負債合計   3,908,747 35.5  8,520,119 51.6  6,018,640 45.0

Ⅱ　固定負債           

１．再評価に係る繰
延税金負債

 16,595   16,595   16,595   

２．賃借契約損失引
当金

 350,000   159,843   334,104   

３．預り保証金  81,615   39,928   81,755   

４．その他  183,060   130,614   164,869   

固定負債合計   631,270 5.7  346,981 2.1  597,324 4.4

負債合計   4,540,018 41.2  8,867,100 53.7  6,615,965 49.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   7,043,034 63.9  ― ―  7,043,034 52.6

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  4,436,152   ―   4,436,152   

資本準備金合計   4,436,152 40.2  ― ―  4,436,152 33.2

Ⅲ　利益剰余金           

中間（当期）未処理損
失

 5,008,834   ―   4,723,835   

利益剰余金合計   △5,008,834 △45.4  ― ―  △4,723,835 △35.3

Ⅳ　土地再評価差額金   24,189 0.2  ― ―  24,189 0.2

Ⅴ　自己株式   △7,787 △0.1  ― ―  △10,520 △0.1

資本合計   6,486,753 58.8  ― ―  6,769,020 50.6

負債・資本合計   11,026,771 100.0  ― ―  13,384,986 100.0

－ 3 －



  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年５月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   ― ―  7,044,294 42.6  ― ―

２．資本剰余金           

　　資本準備金  ―   1,260   ―   

　　　資本剰余金合計   ― ―  1,260 0.0  ― ―

３．利益剰余金           

　　繰越利益剰余金  ―   600,358   ―   

　　　利益剰余金合計   ― ―  600,358 3.6  ― ―

４．自己株式   ― ―  △11,494 △0.0  ― ―

　　　　株主資本合計   ― ―  7,634,418 46.2  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．土地再評価差額金   ― ―  24,189 0.1  ― ―

 評価・換算差額金等合計   ― ―  24,189 0.1  ― ―

純資産合計   ― ―  7,658,608 46.3  ― ―

負債・純資産合計   ― ―  16,525,708 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
当中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,660,346 100.0  7,146,817 100.0  3,351,678 100.0

Ⅱ　売上原価   1,385,319 83.4  6,243,152 87.4  2,735,133 81.6

売上総利益   275,026 16.6  903,664 12.6  616,545 18.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  525,797 31.7  305,336 4.3  573,718 17.1

営業利益又は営業
損失（△）

  △250,771 △15.1  598,328 8.3  42,826 1.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  79,439 4.8  18,815 0.3  86,351 2.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  89,226 5.4  131,886 1.8  104,303 3.1

経常利益又は経常
損失（△）

  △260,558 △15.7  485,257 6.8  24,875 0.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  624,633 8.7  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  2,162,858 130.3  220,934 3.1  2,162,858 64.5

税引前中間（当
期）純利益又は純
損失（△）

  △2,423,416 △146.0  888,956 12.4  △2,137,983 △63.8

法人税、住民税及
び事業税

  2,998 0.2  914 0.0  3,432 0.1

過年度法人税等還
付額

  △1,340 △0.1  － －  △1,340 △0.0

法人税等調整額   △49,228 △3.0  － －  △49,228 △1.5

中間（当期）純利
益又は純損失
（△）

  △2,375,846 △143.1  888,041 12.4  △2,090,846 △62.4

前期繰越損失   1,249,768   －   1,249,768  

土地再評価差額金
取崩額

  1,383,219   －   1,383,219  

中間（当期）未処
理損失

  5,008,834   －   4,723,835  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成17年12月1日　至平成18年５月31日）

株主資本

資本金
資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金 利益剰余金合計

平成17年11月30日　残高

（千円）
7,043,034 4,436,152 4,436,152 △4,723,835 △4,723,835 △10,520 6,744,831

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 1,260 1,260 1,260    2,520

中間純利益（千円）    888,041 888,041  888,041

自己株式の取得（千円）      △973 △973

準備金からの振替（千円）  △4,436,152 △4,436,152 4,436,152 4,436,152  －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

       

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
1,260 △4,434,892 △4,434,892 5,324,193 5,324,193 △973 889,587

平成18年５月31日　残高

（千円）
7,044,294 1,260 1,260 600,358 600,358 △11,494 7,634,418

 評価・換算差額等

純資産合計
土地再評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年11月30日　残高

（千円）
24,189 24,189 6,769,020

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   2,520

中間純利益（千円）   888,041

自己株式の取得（千円）   △973

準備金からの振替（千円）   －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 889,587

平成18年５月31日　残高

（千円）
24,189 24,189 7,658,608
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

　当社は平成10年3月期以降、連続して営業損

失を計上しており、当中間期においても、

250,771千円の営業損失を計上し、営業譲渡損

失304,342千円,減損損失1,256,499千円および

閉鎖した店舗の賃借契約損失引当金350,000千

円等により、当中間純損失が2,375,846千円と

なりました。

　また、営業活動によるキャッシュ・フローは

販売用不動産の増加および営業譲渡による仕入

債務の減少等により、4,620,705千円の大幅な

マイナスになっています。

　さらに、7月からビジネスモデルを大幅な変

更しましたことにより、7月から9月の売上高が

39,044千円と著しく減少しています。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。

　当社は当該状況を解消するため、平成17年6

月22日に、KIWAMI 1号投資事業組合および

KIWAMI 2号投資事業組合を割当先として、総額

3,202百万円の第三者割当増資をおこないまし

た。また、平成17年9月26日に、

Power Multi equity ファンド投資事業組合、

Power Multi Equity No2 ファンド投資事業組

合、Harbor Bridge Trust, Astral Ridge

Investment および全国保証株式会社を割当先

として、総額5,000百万円の第三者割当増資を

おこないました。

　転換社債につきましては、当中間期中に550

百万円が株式に転換されました。残りの転換社

債は1,250百万円で、償還期限が平成18年9月6

日ですが、株価が転換価格（57円／株）の数倍

以上で推移している状況の中では、全額株式に

転換される見通しです。

　以上の資本政策の結果、純資産は平成17年3

月期末84,162千円から、当中間期末

6,486,753千円と大幅に増加しました。また、

現金および現金同等物の残高は、平成17年3月

期末残高864,042千円から、当中間期末

3,327,890千円と大幅に増加し、財務内容が改

善されました。

　今まで営業損失を計上していましたナカヌキ

ヤ事業（営業店舗8店舗）は、平成17年7月1日

に株式会社エスケイジャパンの100%子会社に営

業譲渡し、残る1店舗は閉鎖し、完全に家電量

販店＋ディスカントストア事業から撤退しまし

た。そして、新規事業としてM&A仲介業等の金

融・投資事業、収益物件不動産の買取および販

売等の不動産事業と各種経営コンサルティング

事業を柱に展開する業態に大幅に転換しました。

　         ―――――――――

　

　

　

　

 

             ―――――――――
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

　役員・社員も大半が営業譲渡先に転籍し、新

たに新規事業分野に実績のある経営陣が加わり

ました。

　新規事業は平成17年7月からスタートしたた

め、当中間期における売上高は僅少ですが、新

たに経営に参加した経営陣の今までの幅広い

ネットワークによって、新規事業の売上高は大

幅に伸びる見込みです。

　その結果、平成17年11月期では、営業利益・

経常利益とも黒字化する見通しです。また、平

成18年11月期では、売上高、経常利益、純利益

とも大幅に増加する見通しです。

　以上により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消しつつあり、従いまして、中間財務

諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を反映しておりま

せん。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 　　　―――――――――

 

その他有価証券（営業投資有価証券を

含む）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

　　子会社株式

 　　総平均法による原価法

その他有価証券（営業投資有価証券を

含む）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

　　子会社株式

同左

その他有価証券（営業投資有価証券を

含む）

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）棚卸資産

販売用不動産については、個別法によ

る原価法によっております。

(2）棚卸資産

同左

(2）棚卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降の新規

取得建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法によっております。なお、

事業用定期借地権契約による借地上の

建物については、事業用定期借地権の

貸借期間を耐用年数として採用してお

ります。

主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　３～34年

器具備品　３～20年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

３　引当金の計上基準

(1）投資損失引当金

 　―――――――――

３　引当金の計上基準

(1）投資損失引当金

当中間期末に有する営業投資有価証券

の損失に備えるため、投資先企業の実

情を勘案の上、その損失見積額を計上

しております。

３　引当金の計上基準

(1）投資損失引当金

　―――――――――

(2）貸倒引当金

債権の貸倒れ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、

貸倒懸念債権等の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。

(2）貸倒引当金

同左

(2）貸倒引当金

同左

(3）賃借契約損失引当金

閉店済みの店舗等に係る不動産の賃借

契約について予測される損失の発生に

備えるため、将来負担すると見込まれ

る支払賃料等の金額を見積もり計上し

ております。

(3）賃借契約損失引当金

同左

(3）賃借契約損失引当金

同左

４　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。

４　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

５　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

(2）投資事業組合等への出資金の会計処理

　　　　―――――――――

５　その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(2）投資事業組合等への出資金の会計処理

　　　投資事業組合等への出資金に係る会計

処理は、組合等の事業年度の財務諸表

に基づいて、組合等の資産・負債・収

益・費用を当社の出資持分割合に応じ

て計上しております。また、出資金払

込後、当社の決算日までに、財務諸表

が作成されていない投資事業組合等へ

の出資金については、流動資産の「営

業投資有価証券」及び投資その他の資

産の「その他の関係会社有価証券」に

計上しております。

５　その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(2）投資事業組合等への出資金の会計処理

　　　投資事業組合等への出資金に係る会計

処理は、組合等の事業年度の財務諸表

に基づいて、組合等の資産・負債・収

益・費用を当社の出資持分割合に応じ

て計上しております。また、出資金払

込後、当社の決算日までに、財務諸表

が作成されていない投資事業組合等へ

の出資金については、流動資産の「営

業投資有価証券」に計上しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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。

　これにより税引前中間純利益は、

1,256,499千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 　　　――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

　これにより税引前当期純損失は、

1,256,499千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき、

減価償却累計額に合算して減価償却

累計額及び減損損失累計額の科目を

もって掲記しております。

  　　　――――――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29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。

――――――――― 

 　　　――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月9日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月9日）を適用しており

ます。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は7,658,608千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

　――――――――― 
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表示方法の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

（中間貸借対照表）

①　前渡金の表示方法の変更

　「前渡金」は、前中間期まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前中間期末の「前渡金」の金額は5,410千円

であります。

②　長期貸付金の表示方法の変更

　前中間期まで区分掲記していた「長期貸付金」（当

中間期末の残高は328,331千円）は、当中間期末にお

いて資産の総額の100分の５以下となったので、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示することとし

ました。

③　差入保証金の表示方法の変更

　前中間期まで区分掲記していた「差入保証金」（当

中間期末の残高は335,170千円）は、当中間期末にお

いて資産の総額の100分の５以下となったので、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示することとし

ました。

（中間貸借対照表）

①　前渡金の表示方法の変更

　前中間期まで区分掲記していた「前渡金」（当中間

期末の残高は36,000千円）は、当中間期末において資

産の総額の100分の５以下となったので、流動資産の

「その他」に含めて表示することとしました。

②　土地の表示方法の変更

　前中間期まで区分掲記していた「土地」（当中間期

末の残高は144,339千円）は、当中間期末において資

産の総額の100分の５以下となったので、固定産資の

部の有形固定資産の「その他」に含めて表示すること

としました。
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（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度末
（平成17年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,575,443千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,284,262千円

（減損損失累計額を含む。） 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,077,232千円

（減損損失累計額を含む。） 

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

   

建物 105,819千円

土地 478,825千円

店舗差入保証金 389,070千円

関係会社株式 700,000千円

合計 1,673,715千円

建物 　2,541千円

土地 68,845千円

差入保証金 71,394千円

関係会社株式 700,000千円

合計 842,781千円

販売用不動産 1,335,919千円

建物 105,237千円

土地 478,825千円

長期貸付金 139,500千円

差入保証金 249,226千円

関係会社株式 700,000千円

合計 3,008,709千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 2,008,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
20,000千円

一年内償還予定の

転換社債

350,000千円

合計 2,378,000千円

短期借入金 977,016千円

一年以内返済予定

の長期借入金
20,000千円

一年内償還予定の

転換社債

350,000千円

合計 1,347,016千円

短期借入金 2,498,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
20,000千円

一年内償還予定の

転換社債
350,000千円

合計 2,868,000千円

※３　当中間期において事業目的を変更し、不

動産事業を主たる事業の一つと位置づけ

たことに伴い、前期まで「投資その他の

資産」の「賃貸不動産」として表示して

いた不動産（当中間会計期間末 

1,024,062千円、前事業年度末 

1,198,983千円）は、当中間会計期間よ

り「有形固定資産」の「建物」、「土

地」及び「その他」として表示しており

ます。

※３　　　　――――――――― ※３　当事業年度において事業目的を変更し、

不動産事業を主たる事業の一つと位置づ

けたことに伴い、前期まで「投資その他

の資産」の「賃貸不動産」として表示し

ていた不動産（当事業年度末 1,018,138

千円、前事業年度末 1,198,983千円）は、

当事業年度より「有形固定資産」の「建

物」、「構築物」、「機械及び装置」、

「器具及び備品」及び「土地」として表

示しております。

※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※４　消費税等の取扱い

　　　　　　同左

※４　消費税等の取扱い

 　　　―――――――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息 19,993千円

仕入割引 32,017千円

賃貸収入 21,695千円

受取利息 17,923千円 受取利息 25,108千円

仕入割引 32,017千円

賃貸収入 21,695千円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

支払利息 25,309千円

賃貸原価 20,507千円

新株発行費 42,656千円

支払利息 30,543千円

社債発行費 92,455千円

支払利息 29,598千円

賃貸原価 20,507千円

新株発行費 42,656千円

※３　　　　―――――― ※３　特別利益のうち主なもの ※３　　　　　――――――

固定資産売却益  

 建物及び構築物 14,289千円 

 土　地 610,343千円 

 計 624,633千円 
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

営業譲渡損失 304,342千円

減損損失 1,256,499千円

固定資産除却損  

 建　物 126,709千円 

 器具及び備品 1,020千円 

機械及び装置 4,102千円 

 計 131,832千円 

営業譲渡損失 304,342千円

減損損失 1,256,499千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 25,024千円

無形固定資産 1,463千円

有形固定資産 17,172千円

無形固定資産 －千円

有形固定資産 31,181千円

無形固定資産 1,463千円

６　減損損失

　当中間会計期間において当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。

６　　　――――――

 

６　減損損失

　当事業年度において当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上い

たしました。

 場所 用途 種類 減損損失

（千円）

大阪府

大阪市

店舗及び

賃貸不動

産 

 土地

建物

器具備品他

ソフトウェア

221,864

170,273

24,195

14,887

大阪府

東大阪

市

賃貸不

動産 

土地

建物 

94,941

4,448

大阪府

泉南市

賃貸不

動産 

建物 237,410

奈良県

磯城郡

賃貸不

動産 

土地

建物  

184,602

49,350

三重県

名張市

賃貸不

動産 

土地

建物   

80,457

40,889

愛知県

春日井

市

遊休不

動産 

土地 88,700

その他

６市町

村

店舗 建物

器具備品

29,789

14,690

合計

 

 土地

 建物

 器具備品他

 ソフトウェア

670,564

532,161

38,886

14,887

 場所 用途 種類 減損損失

（千円）

大阪府

大阪市

店舗及び

賃貸不動

産 

 土地

建物

器具備品他

ソフトウェア

221,864

170,273

24,195

14,887

大阪府

東大阪

市

賃貸不

動産 

土地

建物 

94,941

4,448

大阪府

泉南市

賃貸不

動産 

建物 237,410

奈良県

磯城郡

賃貸不

動産 

土地

建物  

184,602

49,350

三重県

名張市

賃貸不

動産 

土地

建物   

80,457

40,889

愛知県

春日井

市

遊休不

動産 

土地 88,700

その他

６市町

村

店舗 建物

器具備品

29,789

14,690

合計

 

 土地

 建物

 器具備品他

 ソフトウェア

670,564

532,161

38,886

14,887

当社は、店舗、賃貸不動産等の物件

単位で資産グループを決定しておりま

す。

　当社は、家庭電化商品を中心とした

小売業から金融・不動産業へと業態を

転換するにあたり、従来の店舗設備に

ついては営業譲渡及び閉店により全て

廃止いたしました。これに伴い発生す

る損失を当期首の時点において固定資

産の減損損失として認識し、特別損失

に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

及び使用価値により測定しており、正

味売却価額は不動産鑑定士による鑑定

評価額に基づき算定し、使用価値は当

社の資本コストである6.83％で現在価

値に割り引いて算定しております。

当社は、店舗、賃貸不動産等の物件

単位で資産グループを決定しておりま

す。

　当社は、家庭電化商品を中心とした

小売業から金融・不動産業へと業態を

転換するにあたり、従来の店舗設備に

ついては営業譲渡及び閉店により全て

廃止いたしました。これに伴い発生す

る損失を当期首の時点において固定資

産の減損損失として認識し、特別損失

に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

及び使用価値により測定しており、正

味売却価額は不動産鑑定士による鑑定

評価額に基づき算定し、使用価値は当

社の資本コストである6.83％で現在価

値に割り引いて算定しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

 当中間会計期間(自　平成17年12月1日　至　平成18年５月31日)

 

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

普通株式（注） 58,798 3,109 － 61,907 

 　　　合計 58,798 3,109 － 61,907

 (注)　普通株式の自己株式の株式数の増加3,109株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。  該当事項はありません。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年５月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成17年11月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

１株当たり純資産額 63円24銭

１株当たり中間純損失 40円43銭

１株当たり純資産額 74円64銭

１株当たり中間純利益金

額

8円66銭

１株当たり純資産額 65円99銭

１株当たり当期純損失 29円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、中間純損失が

計上されているため記載しておりませ

ん。

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額

7円15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、１株当たり当

期純損失が計上されているため記載し

ておりません。

１株当たり中間純損失の算定上の基礎 １株当たり中間純利益金額の算定上の

基礎

１株当たりの当期純損失の算定上の基

礎

中間損益計算書上の中

間純損失
2,375,846千円

普通株式に係る中間純

損失
2,375,846千円

中間損益計算書上の中

間純利益
888,041千円

普通株式に係る中間純

利益
888,041千円

損益計算書上の当期純

損失
2,090,846千円

普通株式に係る当期純

損失
2,090,846千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
58,765,473株

普通株式の期中平均株

式数
102,592,766株

普通株式の期中平均株

式数
69,718,255株

 

 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

中間純利益調整額 2,981千円

 〔うち支払利息（税額

相当額控除後）〕
(2,981千円) 

 普通株式増加数 21,980,610株 

 (うち転換社債) (21,929,825株) 

 

 

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益金額の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

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

含まれなかった潜在株式の概要

①　転換社債

第２回無担保転換社債（額面金額

50百万円）

①　新株予約権

株主総会の特別決議日

平成17年６月29日（新株予約権

200個）

①　転換社債

第２回無担保転換社債（額面金額

50百万円）

 ②　新株予約権

 株主総会の特別決議日

平成14年12月20日（新株予約権

35個）

 

 

 

②　新株予約権

株主総会の特別決議日

平成14年12月20日（新株予約権

35個）

　　株主総会の特別決議日

平成17年６月29日（新株予約権

200個）

　

 

　　株主総会の特別決議日

平成17年６月29日（新株予約権

200個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

該当事項はありません。 (転換社債型新株予約権付社債の発行

について)

　平成18年５月19日開催の当社取締役

会の決議に基づき、平成18年６月５日

に下記のとおり第３回無担保転換社債

型新株予約権付社債を発行し、払込が

完了しております。 

１．社債の名称　　　

　第３回無担保転換社債型新株予約権

付社債 

２．発行総額　　　　

　金50億円 

３．利率　　　　　　

　本社債には利息を付さない。

４．発行価額　　　　

　額面100円につき金100円

　但し、本新株予約権の発行価額は無

償とする。

５．払込期日　　　　

　平成18年６月５日

６．行使請求期間　

　平成18年６月６日から平成23年６月

２日

７．償還期限　　

　平成23年６月３日

８．転換価額　　

　１株につき当初261円

　本新株予約権付社債の発行後、平成

18年８月の第３金曜日を初回とし、以

降、毎年２月、５月、８月及び１１月

の第３金曜日の翌取引日以降、転換価

額は、当該決定日の翌取引日以降、決

定日基準価額を修正後の転換価額とし

て修正される。なお決定日基準価額と

は①(a)決定日に先立つ１ヶ月間に含

まれる取引日の大阪証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の売買高加

重平均価格、(b)決定日に先立つ１週

間に含まれる取引日の大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引の売

買高加重平均価格及び(C)決定日の前

取引日の大阪証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の単純平均

値と、②決定日の前取引日の大阪証券

取引所における当社普通株式の普通取

引の終値のうち、いずれか低い方の９

３％に相当する金額(円未満少数第２

位まで算出し、その少数第２位を切り

捨てる。）をいう。

また決定日転換価額が130円（下限転

該当事項はありません。      
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

換価額）を下回る場合は下限転換価額

を、決定日転換価額が391円（上限転

換価額）を上回る場合は、上限転換価

額を決定日転換価額とする。

９．資金使途　　

　中国のマカオ市の不動産開発投資に

全額充当する。

 

(株式会社渋谷ビジネスホテルの株式

譲渡について)

　当社は平成18年６月30日開催の取締

役会において、株式会社渋谷ビジネス

ホテルの株式を譲渡することを決議し、

同日に株式の譲渡契約を締結いたしま

した。

１．株式売却の理由

　当社グループの企業価値の更なる向

上を図るために、経営資源の集中と選

択を図るため、株式会社渋谷ビジネス

ホテルの全株式を譲渡いたしまし

た。

２．売却先

　西京ハウス株式会社

３．株式譲渡日

　平成18年６月30日

４．子会社の事業内容

　ビジネスホテル業

５．当社との取引内容

　親会社からの経営指導

６．譲渡株式数

　32,000株

７．譲渡価額

　150,000千円
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