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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （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９月中間期 18,454 △12.1 △605 ― △593 ―

17年９月中間期 20,998 △1.9 △426 ― △821 ―

18年３月期 40,961 △4.9 △915 ― △1,209 ―

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９月中間期 △932 ― △3 95 ― ―

17年９月中間期 △2,946 ― △23 39 ― ―

18年３月期 △3,391 ― △18 75 ― ―
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 1百万円 17年９月中間期 △2,350百万円 18年３月期 △2,345百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 235,974,917株 17年９月中間期 125,970,126株 18年３月期 180,821,915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、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（前期）増減率

(2）連結財政状態 （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９月中間期 23,417 21,227 90.5 89 82

17年９月中間期 29,373 22,950 78.1 97 26

18年３月期 24,459 22,146 90.5 93 85

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 235,974,770株 17年９月中間期 235,975,230株 18年３月期 235,975,010株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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９月中間期 △91 △585 △0 15,650

17年９月中間期 △9 △174 15,272 16,365

18年３月期 △1,681 4,488 12,243 16,327

(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 4社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 1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） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．19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

通期 39,000 △810 △1,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△４円66銭

※　上記の業績につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な

要因によって見通しと異なる場合がありえることをご承知おき願います。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、親会社、当社と連結子会社４社、および持分法適用会社１社により構成されており、その主な事

業内容は、自動車関連事業であり、当社グループを構成している主な各会社間の取引の概要は以下の図のとおりであり

ます。

【事業系統図】
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株式会社ライブドア 

（※１） 

出資 

（注）

※１　親会社

※２　連結子会社

※３　持分法適用会社

その他の子会社

・　株式会社ジェイ・ファイナンス（その他）※２

・　株式会社ジャックアカウンティング（その他）※２
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社及び当社グループは、新ブランド『カーチス』の誕生によりいま一度、創業の精神に立ち返り、「自動車の流

通革命」に取り組んでまいります。当社の強みである買取直販（ダイレクトマーケティング）のビジネスモデルを通

じて、自動車の売買にともなう不透明さ、不公平さを徹底的に排除し、従来の自動車流通形態を変革し、お客様本位

の自動車流通モデル確立の実現を目指すことで、健全な中古自動車業界の発展を牽引するとともにお客様や地域・社

会に貢献し、かつ信頼性のある企業に成長することを目指してまいります。

　また、当社及び当社グループが展開する全国に張り巡らせた47ヶ所の直営店舗ネットワークを最大限に活用し、“革

新的な自動車流通の創造”と“お客様へより便利な自動車関連サービスの提供”を実現することで、中古自動車流通

市場の活性化やお客様満足度のより一層の向上を図るとともに、ビジネスチャンスの増大並びに収益性の向上に向け

て邁進いたします。

　そして、お客様、株主、取引先、社会、従業員など当社に関わるすべてのステーク・ホルダーの皆様に価値と満足

をもたらすことに努め、さらなる飛躍と企業価値向上・株主価値向上に向けて全社一丸となって邁進していく所存で

あります。

(2）利益配分に関する基本方針

　利益配分に関しましては、当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事業展開と

経営体質の強化による企業価値の長期的な向上、安定的かつ継続的に適正な利益還元の実行を基本方針としておりま

す。各期の配当については、安定性を重視し、中長期的な業績の見通し及び財務状況等を総合的に勘案して決定して

まいります。

　しかしながら、当中間期に関しましては業績の回復が遅れており、誠に遺憾ではありますが、配当を見送らざるを

得ない状況となっております。

　当社は早急に業績の回復と収益の黒字化を達成すべく邁進し、必ずや配当政策を実施したいと考えております。

(3）目標とする経営指標

　当社及び当社グループでは、高収益企業への変革を目指しており、重視する経営指標として以下の指標の向上と改

善を掲げております。

　成長性の指標　　売上高、売上総利益、営業利益

　収益性の指標　　売上総利益率、営業利益率

　資本効率の指標　ROE（自己資本当期純利益率）

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社及び当社グループが自動車流通業界におけるシェアの拡充及び収益基盤の確立を達成するための課題と致しま

しては、新営業体制『ブロック制導入』（平成18年9月28日公表）における営業力の強化、業務の効率化を実現し、戦

略的なマーケティング活動を実施のもと、高収益ビジネスモデルである当社独自の買取直販モデルの完成を目指し、

以下の施策を断行することで再び高収益性と価値のあるブランドをもった企業グループとして生まれ変わろうとする

ものであります。

１．収益力強化のための施策

　当社のコア・ビジネスであるクルマの買取直販モデルをさらに強化し、収益確保の体制を確立するため、下記

の施策の実行に努めてまいります。

①　ブロック制の導入・施行

　「革新的な自動車流通の創造」と「お客様へより便利な自動車関連サービスの提供」を目指し地域のニー

ズに合った最適なサービスを効率的に提供し、営業力強化、業務効率化を実現するため、全国を9つのブロッ

クごとに「本部設置拠点」を配置し、買取直販を主体的に各ブロック責任者には高次の権限を委譲し、かつ、

ブロック内での店舗間シナジーを構築し、さらに効率化を重視した営業体制にするものであります。これに

より車輌流通における買取から販売までのサイクルの短縮と効率化を高め、ブロック単位での地域特性を重

視した戦略的なマーケティング活動を実施し、売上高・利益の向上を図ってまいります。

②　積極的な店舗展開

　売上高の向上及び生産性の拡大を目指し、ブロック単位における採算性、将来性、親和性等総合的な分析

を踏まえ、積極的な店舗展開を行ってまいります。特に車検、整備などのサービス機能も兼ね揃えた大規模

店舗の空白地域である、東海・北陸ブロック、中四国・九州ブロックへの新規出店を計画することで早期に

月間目標販売台数（小売）1,500台体制を構築してまいります。また店舗のスクラップ・アンド・ビルド等を

含めた大胆な店舗再編を行い、全国直営ネットワークの適正化を図り収益増強を目指します。

③　人材の採用及び育成

　人材採用強化の方針に従い営業人員の拡充・育成を推進する事により、事業の強化・拡大を実現してまい

ります。そして定期的なフォローアップ研修や能力開発研修等を通じて人材育成に取り組み、従業員ひとり

当たりの生産性及びスキルの向上を図る事で、より強固な組織形態を築き、お客様満足の向上及び売上高増

大に邁進してまいります。
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④　ブランドの構築

　お客様から信頼されるブランドを構築すべく、ブロック制導入による地域密着型店舗運営を構築し、収益

基盤の強化に取り組むとともに、お客様のカーライフをより豊かにするための多くの事業を創出してまいり

ます。更に全国区のプロモーション活動を通して社会的認知向上によるブランド構築を行ってまいります。

⑤　新規事業の拡充・事業化

・海外市場における販売強化

　国内市場が成熟化傾向であり、海外市場の成長性の判断から、海外展開による国内在庫の最適化と新興市

場における販路開拓を目指し、外部パートナーとの提携・ノウハウ享受によりローリスクでの参入を目指し

ます。

　・自動車関連金融ビジネスの拡大

　当社子会社AAフィナンシャル・システム株式会社を通じた、業者向けオークション決済短期資金ファイナ

ンスの拡充や輸入車ディーラーに向け仕入資金ファイナンスの提供、個人間オークション決済ローンの開発・

提供など自動車関連金融ビジネスの拡大及び事業化の更なる推進をしてまいります。

⑥　付加価値の提供

　現在、同業他社の価格競争の激化に対し、他社との差別化を図るため、当社独自の買取直販モデルにおけ

る車輌品質の圧倒的な優位性を確立してまいります。またサービス面でも業界屈指の車輌の保証制度、修理、

整備、車検、板金、自動車用品、自動車ローン、保険等カーライフに関わる全てのサービスの拡充及び提供

することで安定的な収益基盤の確立を図り、その上で、多くのお客様が満足いただき、信頼される企業を目

指します。

⑦　積極的なM&A、業務提携の推進

　資金を有効活用すべく、競争力・収益性の強化を目指した戦略的なM&Aや業務提携などを積極的に推進して

まいります。

２．総合的なコストダウンの推進

　ブロック制導入によるブロック単位での買取直販の実現により販売手数料圧縮、在庫車輌の適正化、経費削減

など総合的なコストダウンの推進を図り、競争力強化に取り組んでまいります。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合
親会社等が発行する株券が上場されている
証券取引所等

株式会社ライブドア 親会社 51.00％ なし（非上場）

②　親会社等の企業グループにおける取引関係及び人的資本的関係

　株式会社ライブドアは当社の議決権の51.00％を実質的に所有する親会社でありますが、現在は相互間での取引関

係はございません。なお、今期の親会社の企業グループとの取引の累計額は、株式会社ライブドアのシステム保守

費用445千円、広告宣伝費70千円、株式会社ライブドアマーケティングの広告宣伝費172千円であります。

　また、株式会社ライブドアの所有する当社株式の譲渡、資本・業務提携の解消につき円滑に進むよう、株式会社

ライブドアと当社は互いに最大限の協力に努めております。

 平成18年9月末現在、当社取締役11名のうち3名が親会社の企業グループから派遣されております。

③　親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社の事業展開にあたっては、親会社等の企業グループの指示や承認に基づいて行なうのではなく、専任役員を

中心とする経営陣の判断のもと、独自に意思決定を実行しております。また、当社の営業取引における親会社等の

グループ会社への依存度は低く、そのほとんどは一般消費者もしくは当社と資本関係を有しない一般企業との取引

となっております。これらのことから、すでに現時点においても事業運営上当社の親会社等からの独立性は十分に

確保されていると判断しております。

（役員の兼務の状況）

役職 氏名 出向元の親会社等又はそのグループ企業名

取締役（非常勤） 中野　正幾

(親会社の子会社)株式会社ライブドアファイナンス　代表取締役

(親会社の子会社)株式会社ライブドアキャリア　代表取締役

(親会社の子会社)Myrice Limited 　取締役

(親会社の子会社)Myrice Information Limited 　取締役

(親会社の孫会社)株式会社シーボディ　取締役

(親会社の孫会社）株式会社ブランシェ　取締役

取締役（非常勤） 曽良　俊介
(親会社の子会社）ライブドア証券株式会社　投資銀行本部投資銀行部　

マネージャー

取締役（非常勤） スティーブン・ポング (親会社の子会社）ライブドア証券株式会社　投資銀行本部投資銀行部

（注）当社の取締役11名のうち親会社との兼任取締役は該当3名のみであります。

④　その他、会社の経営上の重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　a.当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、継続的な景気回復のもと企業の設備投資や個人消費は増加し、雇用状

況も安定するなど、堅調に推移いたしました。

　日本国内の自動車流通業界におきましては、このような経済環境下にあるものの若年層世帯の減少による新規購入

者の減少、車輌の平均使用年数の長期化などにより自動車販売台数は横這いで推移する状況が続きました。

　このような状況のもと、当社及び当社グループは収益力の強化を目指し、平成18年8月1日の「株式会社カーチス」

への商号変更を皮切りに営業戦略としての部門統合を実施し、既存の全国直営ネットワークを買取・販売の複合拠店

として再編いたしました。また新商号カーチスにおける社会的認知度の浸透及び向上を目指し、俳優　伊藤　英明氏

をイメージキャラクターに起用し、全国主要TV局にてCM放映などの大々的なプロモーション活動やデビューフェアと

題した買取直販キャンペーンを全国で展開してまいりました。更に全国直営ネットワークの車輌在庫の適正化を図り、

買取直販における仕入れ車輌の在庫構成比率の強化を実現してまいりました。その結果、ライブドアブランドにおけ

るブランド価値の毀損により減少傾向であった当社の車輌取扱い台数は僅かながら改善いたしました。

　人材面に関しましては店舗計画に則り、新卒・中途社員の積極採用を実施し、様々な研修を通して営業力の強化、

生産性の向上、お客様満足の向上を図っており、引き続き人材採用及び育成に尽力してまいります。

　当中間連結会計期間までに行った収益強化策といたしまして、地域特性を重視した買取直販モデルの完成を目指し、

営業体制を従来の買取・販売の２事業部門制から両部門を統合し、ブロック内での店舗間シナジーを構築する事で、

買取・販売台数増強による収益基盤の確立に努めてまいりました。

　また当社及び当社グループの生産性を重視した営業拠店網の合理化を実施し、直営買取・販売複合店舗の「カーチ

ス豊橋」（平成18年7月27日公表）、「カーチス土浦」（平成18年9月26日公表）を新設し合計47店舗、関連会社の運

営する買取店舗「FC店舗」は14店舗及び協力関係会社の情報取次店舗792店舗となりました。

　下期につきましては、ブロック制を営業の基盤として確実に実施し、売上高、売上総利益及び利益の高い企業に変

革するよう努めてまいる所存であります。

　以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は18,454百万円、経常損失においては、593百万円となりました。

　また当中間連結会計期間の純損失は、減損損失の計上や貸倒引当金の繰入が主な要因となり932百円となりまし

た。

なお事業のセグメント情報は、下記の通りとなりました。

自動車関連事業 不動産関連事業 その他

金額（百万円）
 前年同期比

(％)
金額（百万円）

 前年同期比

(％)
金額（百万円）

 前年同期比

(％)

売上高 18,225 87.5 62 49.5 362 107.5

営業利益

（△営業損失）
△638 ― 48 61.2 △14 ―

(2）財政状態

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期と比べ715百万円減少し、残高は15,650

百万円となりました。

　なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前中間純損失を909百万円計上したものの、キャッシュ・フローの伴わない減損損失の計上や長期債

権及び棚卸資産の減少などがあったため、結果として91百万円のマイナス（前年同期は9百万円のマイナス）とな

りました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　固定資産取得による支出が434百万円、差入敷金保証金の増加による支出が19百万円あったことなどにより、結

果として585百万円のマイナス（前年同期は174百万円のマイナス）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　記載すべき重要な事項はありません。
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　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。

項目
平成16年９月

中間期
平成17年３月期

平成17年９月
中間期

平成18年３月期
平成18年９月

中間期

自己資本比率（％） 38.2 54.7 78.1 90.5 90.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
44.3 81.4 125.3 146.6 125.0

債務償還年数（年） ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
― ― ― ― ―

　（注）　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

(3）通期の見通し

　営業施策としましては組織形態に「ブロック制」を導入し、全国直営ネットワークを地域単位に統括する「本部設

置拠点」を9つに配置し、地域戦略を組織的に行うことにより、車輌流通における買取（仕入れ）から販売までのサイ

クルの短縮と効率化を高め、営業力の強化ならびにお客様サービスの向上を図ってまいります。また積極的なプロモー

ション活動及びフェアやイベントを通じて、地域に密着した店舗運営を図ってまいります。

　新店舗拡充に関しましてはブロック制における地域に特化したマーケティング分析から、積極的な店舗展開を実行

し、店舗数拡充に伴なう車輌取扱い台数の増強を図り、収益の向上を目指してまいります。

　また、株式会社ライブドア社が所有する弊社株式の譲渡、資本・業務提携の解消及び訴訟等につきましては、早期

の解決に向けて鋭意努力してまいります。

持分法適用会社であるオートサーバー社（以下AS社）の当社保有株式の譲渡に関しては譲渡先との交渉を引き続き

行い、AS社及び譲渡先での株主間契約の締結に向けて尽力を注ぐ所存でございます。

 以上通期の見通しに関しましては下記の業績予想を見込んでおります。

【平成19年３月期連結通期】

売上高　39,000百万円　　経常利益　△810百万円　　当期純利益　　△1,100百万円

【平成19年３月期単体通期】

売上高　38,500百万円　　経常利益　△800百万円　　当期純利益　　△1,090百万円

(4）事業等のリスク

　経営成績、財政状態および事業展開等の記載に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。

　なお、ここに記載した事項は、当社および当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではございません。

①　自動車市場の動向

　当社及び当社グループが参画している中古自動車流通市場における自動車保有台数の推移は、自動車の平均使

用年数が年々増加傾向にあり、自動車の長期保有の意識が高まってくる傾向が続く場合や消費マインドの低下が

起こりえる場合においては、当社グループの車輌の買取・販売が停滞し、業績に及ぼす可能性があります。

②　車輌買取について

　当社の仕入先は、顧客及びオートオークションを中心としておりますが、上記した自動車市場の動向や同業他

社との価格競争激化により良質車輌の買取（仕入）が円滑に行なわれなかった場合には業績に影響を及ぼす可能

性があります。

③　車輌販売について

　中古車市場の下降動向が顕著に現れた場合及び販売店舗への顧客の誘致が充分に行なえず、広告宣伝費に対す

る費用効果が現れない事態が発生した場合には収益性を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　株式の希薄化について

 当社は財務体質の強化及び充実のため、エクイティ・ファイナンスを実施してまいりましたが、潜在株式として、

㈱ライブドア関係先を割当先とした新株予約権発行（25,149,000株）及び当社グループの役職員を対象としたス

トック・オプション付与（7,981,000株）が存在いたしますが、これらが実行された場合には、発行済株式総数が

増加し、当社株式の希薄化が起こるリスクがあります。

－ 6 －



⑤　M&A（企業買収等）の影響について

 当社は、資金を有効に活用すべく、競争力・収益性の強化を目指し当社グループ事業とシナジー効果の認められ

る優良案件は厳選の上、戦略的なM&Aや業務提携などを推進してまいります。その結果、当社連結財務諸表におけ

る、固定資産の比率が拡大し、現行会計ルール上それらを将来に渡って定額償却していくこととなります。

⑥　法的規制等について

 当社の主力事業である、中古自動車の買取・販売については、古物営業法の法的規制を受けており、当社では、

法律及びその関連諸法令に基づき、東京公安委員会をはじめとする各営業所の所在地を管轄する公安委員会より

古物商として許可を取得しております。

これらの許可業務に法令違反があった場合には、許可が取り消される旨、定められております。従って、当社が

このような事態に該当する場合、中古自動車の買取・販売業務を行なえないことになります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31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 ※２  17,394,491   15,796,882   16,327,371  

２　受取手形及び売掛
金

  759,122   767,885   741,025  

３　たな卸資産   3,756,507   3,355,431   3,798,267  

４　短期貸付金   1,646   ―   ―  

５　その他   284,059   310,699   272,863  

貸倒引当金   △17,900   △5,319   △4,552  

流動資産合計   22,177,927 75.5  20,225,579 86.4  21,134,975 86.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※1.2 1,545,553   890,556   846,452   

(2）土地 ※２ 2,304,874   232,200   232,200   

(3）その他 ※１ 111,012   58,029   68,412   

有形固定資産合計   3,961,440 13.5  1,180,786 5.0  1,147,065 4.7

２　無形固定資産   219,356 0.7  119,260 0.5  81,674 0.3

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,939,761   770,562   803,159   

(2）差入敷金保証金  767,263   868,022   858,853   

(3）長期債権 ※３ 7,658,393   6,927,047   7,678,913   

(4）長期売掛金 ※３ 242,603   505,725   497,307   

(5）その他  97,837   75,182   79,086   

貸倒引当金  △7,691,564   △7,254,911   △7,821,113   

投資その他の資産
合計

  3,014,294 10.3  1,891,628 8.1  2,096,206 8.6

固定資産合計   7,195,091 24.5  3,191,675 13.6  3,324,946 13.6

資産合計   29,373,019 100  23,417,255 100  24,459,922 100
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31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　支払手形及び買掛
金

  643,617   371,279   407,514  

２　短期借入金 ※２  3,029,248   ―   ―  

３　未払金   940,181   902,088   811,893  

４　賞与引当金   162,806   154,752   174,948  

５　社名変更関連費用
引当金

  370,000   109,874   270,000  

６　閉鎖店舗引当金   ―   56,484   64,108  

７　債務保証損失引当
金

  ―   1,017   4,055  

８　その他   617,119   464,152   437,473  

流動負債合計   5,762,973 19.6  2,059,648 8.8  2,169,992 8.9

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   289,469   31,800   45,214  

２　長期未払金   ―   19,680   29,520  

３　預り保証金   ―   75,155   55,459  

４　その他   43,709   ―   ―  

５　リース資産減損勘
定

  326,554   3,736   13,109  

固定負債合計   659,732 2.3  130,372 0.6  143,302 0.6

負債合計   6,422,706 21.9  2,190,020 9.4  2,313,295 9.5

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   14,447,805 49.2  ― ―  14,447,805 59.1

Ⅱ　資本剰余金   12,306,474 41.9  ― ―  12,362,024 50.5

Ⅲ　利益剰余金   △4,227,319 △14.4  ― ―  △4,727,672 △19.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  425,270 1.4  ― ―  66,425 0.3

Ⅴ　自己株式   △1,917 △0.0  ― ―  △1,955 △0.0

資本合計   22,950,312 78.1  ― ―  22,146,627 90.5

負債及び資本合計   29,373,019 100  ― ―  24,459,922 100

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   ― ―  14,447,805 61.7  ― ―

２　資本剰余金   ― ―  7,555,702 32.3  ― ―

３　利益剰余金   ― ―  △854,285 △3.7  ― ―

４　自己株式   ― ―  △1,979 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  21,147,243 90.3  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  ― ―  46,719 0.2  ― ―

評価・換算差額等合
計

  ― ―  46,719 0.2  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  33,272 0.1  ― ―

純資産合計   ― ―  21,227,234 90.6  ― ―

負債純資産合計   ― ―  23,417,255 100  ― ―
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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   20,998,643 100  18,454,750 100  40,961,217 100

Ⅱ　売上原価   17,372,262 82.7  14,787,209 80.1  33,792,418 82.5

売上総利益   3,626,380 17.3  3,667,540 19.9  7,168,799 17.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  4,052,525 19.3  4,273,321 23.2  8,084,728 19.7

営業損失   426,144 △2.0  605,780 △3.3  915,929 △2.2

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  51   850   78   

２　受取配当金  7,439   1,119   16,624   

３　持分法による投資
利益

 ―   1,010   ―   

４　その他  18,129   10,255   125,703   

営業外収益合計   25,620 0.1  13,235 0.1  142,406 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  47,611   ―   53,258   

２　持分法による投資
損失

 243,359   ―   238,530   

３　新株発行費  121,851   ―   122,169   

４　社債発行費  ―   ―   2,400   

５　その他  8,451   463   19,429   

営業外費用合計   421,273 2.0  463 0.0  435,787 1.1

経常損失   821,797 △3.9  593,008 △3.2  1,209,310 △3.0

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却
益

 ―   ―   721,518   

２　固定資産売却益 ※２ 969   325   8,712   

３　賞与引当金戻入  ―   23,592   ―   

４　子会社整理損引当
金戻入

 1,361,000   ―   1,361,000   

５　債務保証損失引当
金戻入

 ―   3,038   ―   

６　その他  1,396   ―   1,404   

特別利益合計   1,363,366 6.5  26,956 0.2  2,092,635 5.1
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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
（％）

Ⅶ　特別損失           

１　貸倒引当金繰入額  11,766   165,024   128,377   

２　投資有価証券評価
損

 2,476   486   4,076   

３　固定資産除却損 ※３ ―   2,344   73,471   

４　固定資産売却損 ※４ 62   91   1,051   

５　リース解約損  ―   ―   31,223   

６　金利スワップ解約
損

 53,036   ―   53,036   

７　関係会社株式売却
損

 ―   ―   10,561   

８　訴訟関連費  14,228   ―   24,930   

９　社名変更関連費用
引当金繰入

 214,000   ―   334,000   

10　閉鎖店舗引当金繰
入

 ―   ―   64,108   

11　減損損失 ※５ 846,977   175,298   1,133,844   

12　持分法による投資
損失

※６ 2,107,000   ―   2,107,000   

13　その他  214,701   ―   231,591   

特別損失合計   3,464,249 16.5  343,245 1.9  4,197,268 10.2

税金等調整前中間
(当期)純損失

  2,922,680 △13.9  909,297 △4.9  3,313,942 △8.1

法人税、住民税及
び事業税

 23,824   23,636   77,364   

法人税等調整額  10 23,834 0.1 ― 23,636 0.1 10 77,374 0.2

中間(当期)純損失   2,946,514 △14.0  932,934 △5.0  3,391,317 △8.3
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,055,349  4,055,349

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　増資による新株の発
行

 6,765,240  6,765,240  

２　転換社債の転換によ
る増加

 1,485,884  1,485,884  

３　合併による増加  － 8,251,125 55,550 8,306,675

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  12,306,474  12,362,024

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,280,804  △1,280,804

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１　連結子会社合併に伴
う利益剰余金減少高

 －  55,550  

２　中間（当期）純損失  2,946,514 2,946,514 3,391,317 3,446,868

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  △4,227,319  △4,727,672
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　中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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

平成18年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201

中間連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩（千円）  △4,806,321 4,806,321  ―

中間純損失（千円）   △932,934  △932,934

自己株式の取得（千円）    △24 △24

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― △4,806,321 3,873,387 △24 △932,958

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △854,285 △1,979 21,147,243

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
66,425 66,425 33,272 22,179,899

中間連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩（千円）     

中間純損失（千円）    △932,934

自己株式の取得（千円）    △24

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△19,706 △19,706  △19,706

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△19,706 △19,706 ― △952,664

平成18年９月30日　残高

（千円）
46,719 46,719 33,272 21,227,234

－ 13 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　税金等調整前中間
    （当期）純損失

 △2,922,680 △909,297 △3,313,942

２　減価償却費  165,203 105,645 315,445

３　貸倒引当金の減少額  △441,468 △565,434 △325,267

４　賞与引当金の増減額
（△減少額）

 77,806 △20,196 89,948

５　子会社整理損引当金
の減少額

 △1,361,000 － △1,361,000

６　社名変更関連費用引
当金の増減額
　（△減少額）

 370,000 △160,125 270,000

７　閉鎖店舗引当金の増
減額（△減少額）

 － △7,623 64,108

８　債務保証損失引当金
の増減額　　　　
（△減少額）

 － △3,038 4,055

９　受取利息及び受取配
当金

 △7,491 △1,969 △16,703

10　支払利息  47,611 － 53,258

11　新株発行費  121,851 － 122,169

12　持分法による投資損
益（△利益）

 2,350,359 △1,010 2,345,530

13　投資有価証券売却益  － － △721,518

14　投資有価証券評価損  2,476 486 4,076

15　関係会社株式売却損  － － 10,561

16　有形固定資産売却益  △969 △325 △8,712

17　有形固定資産除売却
損

 62 2,412 4,194

18　無形固定資産除売却
損

 － 23 70,328

19　減損損失  846,977 175,298 1,133,844

20　売上債権の増減額
　　（△増加額）

 162,520 16,332 △22,820

21　たな卸資産の増減額
　　（△増加額）

 △136,356 442,835 △178,115

22　仕入債務の増減額
（△減少額）

 102,701 △60,903 △133,401

23　未払消費税等の増加
額

 69,551 55,440 20,624
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

24　長期債権の減少額  － 751,866 －

25　未払金の増減額
　　（△減少額）

 117,105 153,158 △37,109

26　その他  539,941 35,405 130,822

小計  104,202 8,980 △1,479,624

27　利息及び配当金の受
取額

 7,470 1,969 16,703

28　利息の支払額  △46,268 － △80,233

29　法人税等の支払額  △75,368 △102,679 △138,579

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △9,964 △91,729 △1,681,734

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　定期預金の払戻によ
る収入

 － － 1,029,000

２　預け入れ機関に拘束
力のある普通預金へ
の預入

 － △146,506 －

３　投資有価証券の売却
による収入

 － － 1,060,725

４　持分法適用会社株式
売却による収入

 － － 186,269

５　有形固定資産の取得
による支出

 △56,239 △356,479 △550,675

６　有形固定資産の売却
による収入

 2,414 1,185 3,042,239

７　無形固定資産の取得
による支出

 △71,723 △78,235 △80,638

８　長期前払費用の増加
による支出

 △878 △2,033 △1,803

９　差入敷金保証金増加
による支出

 △61,719 △19,255 △228,652

10　差入敷金保証金減少
による収入

 12,906 5,665 29,649

11　短期貸付けによる支
出

 － － △10,000,000

12　短期貸付の回収によ
る収入

 － － 10,001,646

13　長期貸付の回収によ
る収入

 300 6,000 300

14　その他  － 4,420 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △174,940 △585,238 4,488,061

－ 15 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　短期借入金純減少額  △950,420 － △950,420

２　長期借入金の返済に
よる支出

 △218,493 － △3,247,742

３　社債の発行による収
入

 2,997,600 － 2,997,600

４　株式の発行による収
入

 13,411,028 － 13,411,028

５　配当金の支払額  △10 － △23

６　新株予約権発行によ
る収入

 33,272 － 33,272

７　その他  △89 △27 △179

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 15,272,887 △27 12,243,535

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（△減少額）

 15,087,982 △676,995 15,049,862

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,277,508 16,327,371 1,277,508

Ⅵ　現金及び現金同等物中
間期末（期末）残高

※１ 16,365,491 15,650,376 16,327,371
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 子会社は全て連結しております。

連結子会社の数６社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックリアルエステート、

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、

株式会社ジェイ・ファイナンス、エ

ス・アンド・ジェイ・プロパティ・

ジャパン有限会社、ＡＡフィナン

シャル・システム株式会社

子会社は全て連結しております。

連結子会社の数４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、

株式会社ジェイ・ファイナンス、Ａ

Ａフィナンシャル・システム株式会

社

子会社は全て連結しております。

連結子会社の数４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、

株式会社ジェイ・ファイナンス、Ａ

Ａフィナンシャル・システム株式会

社

なお、株式会社ジャックリアルエス

テートは、当連結会計年度において、

当社と合併したため、連結の範囲か

ら除外しております。

また、エス・アンド・ジェイ・プロ

パティ・ジャパン有限会社は当連結

会計年度において、清算したため連

結の範囲から除外しております。

２　持分法の適用に関する事

項

関連会社は全て持分法を適用してお

ります。

持分法適用の関連会社の数２社

関連会社２社（株式会社ジャック・

フランチャイズ・ステーション、株

式会社オートサーバー）であり、持

分法を適用しております。

持分法適用会社のうち、中間決算日

が中間連結決算日と異なる会社につ

いては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。

 持分法適用の関連会社の数１社

 関連会社１社（株式会社オート

サーバー）であり、持分法を適用し

ております。

持分法適用会社のうち、中間決算日

が中間連結決算日と異なる会社につ

いては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。

持分法適用の関連会社の数１社

 関連会社１社（株式会社オート

サーバー）であり、持分法を適用し

ております。

(1）株式会社ジャック・フランチャ

イズ・ステーションは、当連結会

計年度において株式をすべて売却

したため、持分法適用会社から除

外しております。

  (2）持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。

３　連結子会社の中間決算日

等（決算日）に関する事

項

連結子会社のうち株式会社ジャック

リアルエステートの中間決算日は６

月30日であり、エス・アンド・ジェ

イ・プロパティ・ジャパン有限会社

の中間決算日は４月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たって、

中間連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく中間財務諸表を使用して

おります。

 連結子会社の中間決算日はすべて

中間連結決算日と同一であります。

 連結子会社の決算日はすべて連結

決算日と同一であります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①たな卸資産

主として個別法による低価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①たな卸資産

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①たな卸資産

同左

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。

（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）

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により

算定）

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基

づく時価法によっておりま

す。

（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）

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

①有形固定資産

定率法によっております。

平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しており

ます。定期借地権契約による借

地上の構築物等については、耐

用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法に

よっております。

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

３年～44年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

①有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

①有形固定資産

同左

②無形固定資産および長期前払費

用

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア（自社利

用分）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。

②無形固定資産および長期前払費

用

同左

②無形固定資産および長期前払費

用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

る為、回収見込み額を計上して

おります。

ａ．一般債権

貸倒実績率によっておりま

す。

ｂ．貸倒懸念債権および破産更

生債権

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。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②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。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左

③　　――――― ③閉鎖店舗引当金

店舗閉鎖に伴う費用損失に備え

るため、今後の発生見込額を計

上しております。

③閉鎖店舗引当金

同左

④社名変更関連費用引当金

当中間連結会計期間に、株式会

社ライブドアと資本・業務提携

したことに伴い、平成18年１月

に実施する社名変更に関連して

今後発生すると見込まれる額を

計上しております。

④社名変更関連費用引当金

社名変更に関連して今後発生す

ると見込まれる額を計上してお

ります。

④社名変更関連費用引当金

同左

⑤　　――――― ⑤債務保証損失引当金

債務保証に伴う損失に備えるた

め、被保証先の損失発生見込額

を計上しております。

⑤債務保証損失引当金

同左

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、要求払預金及び

取得日から３ケ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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短期的

な投資からなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ケ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、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

スクしか負わない短期的な投資から

なっております。
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）

　「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」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を当中間連結会計期間から適用し

ております。

　この変更に伴い、従来の方法と比較

して税金等調整前中間純利益が2,953

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き当該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）

　「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」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を当連結会計年度から適用してお

ります。

　この変更に伴い、従来の方法と比較

して税金等調整前当期純損失が3,240

百万円増加しております。またセグメ

ント情報に与える影響につきましては、

当該箇所に記載しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき当

該各資産の金額から直接控除しており

ます。

（費用の計上区分の変更）

　従来、自動車関連事業の販売手数料

については、販売費及び一般管理費と

して処理しておりましたが、自動車関

連収入に対応する原価の把握をより適

切に行うことによって、売上と売上原

価との関係をより適正に表示するため、

当中間連結会計期間より、売上原価に

計上する方法に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法と比較

して売上原価は621百万円増加し、売

上総利益並びに販売費及び一般管理費

はそれぞれ同額減少しております。

――――――  （費用の計上区分の変更）

　従来、自動車関連事業の販売手数料

については、販売費及び一般管理費と

して処理しておりましたが、自動車関

連収入に対応する原価の把握をより適

切に行うことによって、売上と売上原

価との関係をより適正に表示するため、

当連結会計年度より、売上原価に計上

する方法に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法と比較

して売上原価は1,052百万円増加し、

売上総利益並びに販売費及び一般管理

費はそれぞれ同額減少しております。

――――――

　

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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。

 　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は21,193百万円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

――――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

――――――  

　当中間連結会計期間より、会社の財政状態をより詳細に

表示するため、固定負債「その他」で表示していた「預り

保証金」を区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「預り保証金」の金額は

43,709千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,135,167千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,118,170千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,058,499千円

※２　担保資産

(1）担保に供している資産

※２　　　　　―――――

 

※２　　　　　―――――

 

建物 956,483千円

土地 2,072,674千円

投資有価証券 964,760千円

定期預金 1,029,000千円

合計 5,022,917千円

(2）上記に対応する債務   

短期借入金 3,029,248千円

※３　長期債権および長期売掛金は、財務諸

表等規則第32条第１項第10号の債権で

あります。

※３　　　　　　　同左 ※３　　　　　　　同左

　４　　　　　―――――

 

　４　保証債務

ＡＡフィナンシャル・システム株式会

社のカートレードファイナンス会員の

金融機関からの借入に対する連帯保証

167,800千円

　４　保証債務

ＡＡフィナンシャル・システム株式会

社のカートレードファイナンス会員の

金融機関からの借入に対する連帯保証

150,688千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

目およ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

目およ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

目および金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 506,828千円

給与手当 1,154,580千円

地代家賃 807,599千円

社名変更関連費用引当金

繰入額
156,000千円

賞与引当金繰入額 154,820千円

広告宣伝費 797,106千円

給与手当 1,328,759千円

地代家賃 927,063千円

賞与引当金繰入額 142,434千円

広告宣伝費 1,011,882千円

給料手当 2,415,521千円

地代家賃 1,674,135千円

社名変更関連費用引当金

繰入額
278,256千円

賞与引当金繰入額 169,538千円

債務保証引当金繰入額 4,055千円

※２　固定資産売却益 ※２　固定資産売却益 ※２　固定資産売却益

車輌運搬具 969千円 車輌運搬具 325千円 器具備品 6,697千円

車両運搬具 2,015千円

合計 8,712千円

※３　　　　　――――― ※３　固定資産除却損 ※３　固定資産除却損

車輌運搬具 2,320千円

ソフトウェア 23千円

合計 2,344千円

器具備品 3,142千円

ソフトウェア 70,328千円

合計 73,471千円

※４　固定資産売却損 ※４　固定資産売却損 ※４　固定資産売却損

車輌運搬具 62千円 車輌運搬具 91千円 建物 202千円

車輌運搬具 848千円

合計 1,051千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

用途 所在地 種類
減損損失
（千円）

赤字
店舗

宮城県
仙台市他

建物及び構築
物その他

256,851

賃貸
千葉県
市川市

土地 102,908

遊休 －
リース資産及
びソフトウェ
ア

487,217

用途 所在地 種類
減損損失
（千円）

赤字
店舗

千葉県
柏市
石川県
金沢市
他

建物及び構築
物その他

175,298

用途 所在地 種類
減損損失
（千円）

赤字
店舗

宮城県
仙台市他

建物及び構築
物その他

439,921

賃貸
千葉県
市川市

土地 102,908

遊休 －
リース資産及
びソフトウェ
ア

487,217

　なお、上記の金額は共用資産配分後の

帳簿価額に基づく減損損失全額を記載し

ております。

  

(2）減損損失の認識に至った経緯

減損損失を認識した資産は収益性及び

評価額が帳簿価額に比べて著しく低下

したことにより、減損の兆候が認めら

れましたので、帳簿価額を回収可能価

額まで減額しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　　　　同左

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　　　　同左

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額

土地 102,908千円

建物及び構築物 221,254千円

リース資産 326,554千円

無形固定資産 177,885千円

土地 －千円

建物及び構築物 167,252千円

リース資産 －千円

無形固定資産 4,546千円

土地 102,908千円

建物及び構築物 421,384千円

リース資産 326,554千円

無形固定資産 243,934千円

　なお、上記の金額は共用資産配分後の

帳簿価額に基づく減損損失全額を記載し

ております。

  

(4）資産のグルーピングの方法

当社グループは内部管理上の事業所等

を単位として資産のグルーピングを行っ

ております。ただし、賃貸不動産に関

する資産及び遊休資産については個別

にグルーピングを行い、提出会社の本

社管理部門に係る資産等は共用資産と

しており、合理的な方法で事業所等を

単位としたグループに配分しておりま

す。

(4）資産のグルーピングの方法

　　　　　　同左

 (4）資産のグルーピングの方法

　　　　　　同左

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値及び正味売却

価額を用いており、使用価値算定にお

いては将来キャッシュフローを５％で

割引いて算定しており、正味売却価額

の算定に当たっては主に不動産鑑定額

等を使用しております。

(5）回収可能価額の算定方法

　　　　　　同左

(5）回収可能価額の算定方法

　　　　　　同左

※６　持分法による投資損失

特別損失に計上した持分法による投資

損失は、持分法適用関連会社１社に関

して、減損損失を計上したことに伴う

損失であります。

※６　　　―――――――――

 

※６　持分法による投資損失

特別損失に計上した持分法による投資

損失は、持分法適用関連会社１社に関

して、減損損失を計上したことに伴う

損失であります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 235,987,091 － － 235,987,091

合計 235,987,091 － － 235,987,091

自己株式

普通株式 12,081 240 － 12,321

合計 12,081 240 － 12,321

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加240株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成17年新株予約権 普通株式 33,130 － － 33,130 33,272

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ 7,981 － － 7,981 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 33,272

　（注）上記の新株予約権のうち行使可能なものは、25,149千株であります。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金および現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表掲記されている科目の金額

との関係

現金および預金勘定 17,394,491千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金
△1,029,000千円

現金および現金同等物 16,365,491千円

現金および預金勘定 15,796,882千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金等
△146,506千円

現金および現金同等物 15,650,376千円

現金および預金勘定 16,327,371千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金
－千円

現金および現金同等物 16,327,371千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　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

ス取引に係わる注記

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

額および中間期末残高相当額

１　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

ス取引に係わる注記

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

額および中間期末残高相当額

１　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

ス取引に係わる注記

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

額および期末残高相当額

有形固

定資産

(その他)

無形固

定資産

(その他)

合計

取得価額

相当額

千円

285,627

千円

620,112

千円

905,740

減価償却

累計額

相当額

千円

195,271

千円

308,541

千円

503,812

減損損失

累計額

相当額

千円

15,731

千円

310,823

千円

326,554

中間期末

残高

相当額

千円

74,625

千円

748

千円

75,374

有形固

定資産

(その他)

無形固

定資産

(その他)

合計

取得価額

相当額

千円

138,458

千円

3,482

千円

141,940

減価償却

累計額

相当額

千円

90,363

千円

3,076

千円

93,440

減損損失

累計額

相当額

千円

8,980

千円

－

千円

8,980

中間期末

残高

相当額

千円

39,113

千円

406

千円

39,520

有形固

定資産

(その他)

無形固

定資産

(その他)

合計

取得価額

相当額

千円

143,358

千円

3,482

千円

146,840

減価償却

累計額

相当額

千円

77,108

千円

2,903

千円

80,011

減損損失

累計額

相当額

千円

15,731

千円

－

千円

15,731

期末残高

相当額

千円

50,519

千円

578

千円

51,098

②　未経過リース料中間期末残高相当額等 ②　未経過リース料中間期末残高相当額等 ②　未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 157,089千円

１年超 271,068千円

合計 428,157千円

リース資産減損勘定の残高 326,554千円

１年以内 28,435千円

１年超 24,167千円

合計 52,602千円

リース資産減損勘定の残高 3,736千円

１年以内 29,707千円

１年超 41,632千円

合計 71,340千円

リース資産減損勘定の残高 15,731千円

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

相当額および減損損失

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

相当額および減損損失

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

相当額および減損損失

支払リース料 98,877千円

リース資産減損勘定の取崩額 －

減価償却費相当額 86,688千円

支払利息相当額 11,621千円

減損損失 326,554千円

支払リース料 15,939千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,994千円

減価償却費相当額 13,914千円

支払利息相当額 1,535千円

減損損失 －

支払リース料 135,524千円

リース資産減損勘定の取崩額 310,823千円

減価償却費相当額 117,551千円

支払利息相当額 16,039千円

減損損失 326,554千円 

④　減価償却費相当額および利息相当額の

算定方法

・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　減価償却費相当額および利息相当額の

算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額および利息相当額の

算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間（平成17年９月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 350,300 1,065,040 714,740

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 350,300 1,065,040 714,740

２　時価評価されていない主な有価証券

内容
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券

非上場株式 58,456

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていないものについて、2,476千円の減損処理を

行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。

当中間連結会計期間（平成18年９月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 10,400 88,920 78,520

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 10,400 88,920 78,520

２　時価評価されていない主な有価証券

内容
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券

非上場株式 56,369

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていないものについて、486千円の減損処理を

行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。
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前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 10,400 122,040 111,640

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 10,400 122,040 111,640

２　時価評価されていない主な有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券

非上場株式 56,856

　（注）　前連結会計期間において、4,076千円の減損処理を行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

当社は、金利スワップを利用し

ておりましたが、当中間連結会

計年度中に取引は終了いたしま

した。

　　　――――――― １．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

当社は、金利スワップを利用し

ておりましたが、当連結会計年

度中に取引は終了いたしました。

(2）取引に対する取組方針

デリバディブ取引は、将来の金

利の変動によるリスク回避を目

的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

デリバディブ取引は、将来の金

利の変動によるリスク回避を目

的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、金利関連

では借入金利等の将来の金利変

動リスクを回避する目的で利用

しておりました。

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、金利関連

では借入金利等の将来の金利変

動リスクを回避する目的で利用

しておりました。

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。但し、金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満たす

ものについては、特例処理を採

用しております。

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。但し、金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満たす

ものについては、特例処理を採

用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

③ヘッジ方針

当社グループは、借入金の金利

変動リスクを回避するため、

ヘッジを行う方針であります。

③ヘッジ方針

当社グループは、借入金の金利

変動リスクを回避するため、

ヘッジを行う方針であります。

④ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュフロー

変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュフロー変動の累計と

を比較して有効性の判定を行っ

ております。特例処理の要件を

満たすものについては有効性の

判定を省略しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュフロー

変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュフロー変動の累計と

を比較して有効性の判定を行っ

ております。特例処理の要件を

満たすものについては有効性の

判定を省略しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）取引に係るリスクの内容

当社グループの利用する金利ス

ワップは、市場金利の変動によ

るリスクは有しておりますが、

信用度の高い大手金融機関を相

手としてデリバディブ取引を

行っているため、相手先の契約

不履行によるリスクは低いもの

と判断しております。

　　　――――――― (4）取引に係るリスクの内容

当社グループの利用する金利ス

ワップは、市場金利の変動によ

るリスクは有しておりますが、

信用度の高い大手金融機関を相

手としてデリバディブ取引を

行っているため、相手先の契約

不履行によるリスクは低いもの

と判断しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

金利スワップ取引に係る契約締

結業務は、社内規定に基づき、

経理部門が担当しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

金利スワップ取引に係る契約締

結業務は、社内規定に基づき、

経理部門が担当しております。

２．取引の時価等に関する事項

当中間連結会計年度末現在デリバ

ティブ取引は行っていないため記

載事項はありません。

２．取引の時価等に関する事項

当連結会計年度末現在デリバティ

ブ取引は行っていないため記載事

項はありません。
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④ ストック・オプション等

当中間連結会計期間において、該当事項はありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

自動車関連
事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
20,811,347 67,662 119,633 20,998,643 ― 20,998,643

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,354 59,227 217,411 278,992 △278,992 ―

計 20,813,701 126,889 337,044 21,277,636 △278,992 20,998,643

営業費用 21,288,384 47,264 369,990 21,705,639 △280,851 21,424,788

営業利益又は営業損失

（△）
△474,682 79,624 △32,945 △428,004 1,858 △426,144

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４　「リフォーム関連事業」は、事業撤退に伴い事業区分が減少しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自動車関連
事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
18,224,081 62,659 168,008 18,454,750 ― 18,454,750

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,732 240 194,354 196,326 △196,326 ―

計 18,225,813 62,899 362,362 18,651,076 △196,326 18,454,750

営業費用 18,864,483 14,146 377,042 19,255,672 △195,141 19,060,530

営業利益又は営業損失

（△）
△638,669 48,753 △14,679 △604,596 △1,186 △605,780

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

自動車関連
事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
40,449,755 162,202 349,260 40,961,217 ― 40,961,217

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
34,194 80,863 428,823 543,882 △543,882 ―

計 40,483,950 243,065 778,083 41,505,100 △543,882 40,961,217

営業費用 41,507,949 140,489 777,337 42,425,776 △548,629 41,877,146

営業利益又は営業損失

（△）
△1,023,999 102,576 747 △920,677 4,747 △915,929

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または、地域に所在す

る連結子会社およ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

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はあ

りません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 97.26円 89.82円 93.85円

１株当たり中間（当期）純

損失
23.39円 3.95円 18.75円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失

である為、記載しておりま

せん。

当社は、平成17年３月22日

付で株式１株につき４株の

株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場

合の前中間連結会計期間に

おける１株当たり情報につ

いては、以下の通りとなり

ます。

１株当たり純資

産額
107.51円

１株当たり中間

純利益金額
0.56円

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失

であり、記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失

である為、記載しておりま

せん。

 

 

 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失

である為、記載しておりま

せん。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 2,946,514 932,934 3,391,317

普通株主に帰属しない金額（千円） － ― －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
2,946,514 932,934 3,391,317

期中平均株式数（千株） 125,970 235,974 180,821
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．固定資産の譲渡

　当社は平成17年10月６日開催の取締役会

の決議に基づいて、連結子会社であるエス・

アンド・ジェイ・プロパティ・ジャパン有

限会社の保有する固定資産を譲渡いたしま

した。その概要は次のとおりであります。

―――――――― １．株式会社ライブドアとの資本・業務提携解

消に向けての基本合意

当社は、これまで、親会社である株式会社

ライブドア（以下「ＬＤ社」）との間で、

資本・業務提携の解消について協議を進め

て参りましたが、平成18年６月19日、ＬＤ

社との間で、下記のとおり資本・業務提携

①譲渡の理由

　当社は、当該有限会社の調達資金の満期

を平成18年４月４日に控え、本社社屋不動

産について売却を含めた対応を進めてまい

りました。

　前期決算では、具体的に売却相手方が存

在しておらず、結果として子会社債務保証

に関わる引当を当時の路線価に基づく鑑定

評価で実施しましたが、今般、譲渡相手方

との交渉がまとまり契約に至ったことに伴

い、当該引当金の戻入を行っております。

　この譲渡により当社はセール・アンド・

リースバックによる契約形態で売却し、一

棟を賃貸契約で入居することで、引続き当

該社屋を本社として利用致します。この契

約は、本社社屋不動産を信託設定し、その

信託受益権を譲受人が取得し、譲受人が不

動産管理会社とマスターリース契約を締結

し、不動産管理会社と当社は賃貸借契約を

締結するものです。

　なお、当社は本件譲渡で一切の債務履行

に基づく保証等は実施しておりません。ま

た、賃借料以外に通常使用を越える費用の

発生等も生じないものであります。

の解消に向けた基本合意書の取り交わしが

完了いたしました。

１.基本合意に至った理由

　平成18年１月以降、両社を取り巻く環境

が大きく変化し、当初想定されていた資本・

業務提携によるシナジー効果が見込めなく

なったため、本件基本合意の締結に至りま

した。

２.基本合意の内容

（1）当社及びＬＤ社は、両社間の資本提携

に関する基本合意書（平成17年８月25日付）

及び業務提携に関する基本合意書（平成17

年９月１日付）の解消に向けて鋭意努力す

る。

（2）ＬＤ社は、ＬＤ社が保有する当社株式

の全部又は一部を、当社の指定又は承諾す

る者（以下「買収者」）に対し、ＬＤ社、

当社及び買収者が別途協議のうえ定める方

法によって譲り渡すものとし、当社及びＬ

Ｄ社は、これに全面的に協力する。

（3）当社とＬＤ社間の訴訟及び保全事件に

ついて、当社及びＬＤ社は和解に向け協議

を行なう。

②譲渡資産の内容

資産の内容およ
び所在地

東京都新宿区市谷本村町
２番21号

帳簿価格＊ 3,029,158,105円

譲渡価格 3,040,000,000円

売却益 10,841,895円

現況 当社が賃貸

＊帳簿価格は平成17年９月30日現在でありま

す。

 

③譲渡先の概要

商号
有限会社ファイン・スト

リート・ツー

本店所在地
東京都千代田区永田町二丁

目11番１号

代表者 取締役　鄭　武壽

資本の額 30百万円

大株主

有限責任中間法人ファイ

ン・アベニュー・コーポ

レーション

主な事業の内

容
不動産業

当社との関係 該当なし
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．連結子会社の吸収合併

　平成17年12月15日開催の取締役会におい

て、当社の100％子会社である株式会社

ジャックリアルエステートは、平成18年３

月10日（予定）をもって当社が吸収合併す

ることとなりました。

(1）合併の目的

　全社を挙げて推進しております徹底し

たコスト構造改革の一環として、子会社

である株式会社ジャックリアルエステー

トを当社に吸収合併することにより、管

理部門の共有や外部委託費の削減など、

より一層のコスト削減と経営の合理化を

図るものであります。また、不動産事業

を展開しております同子会社を、吸収合

併することにより、現在、来店誘致型の

高収益ビジネスモデルの早期確立を目指

し、推進している店舗の再配置をより迅

速、且つ機動的に行うことを目的として

おります。

―――――――― ――――――――

 

(2）合併の要旨

①合併の日程

 

平成17年12月15日 取締役会合併承認

（ジャック・ホール

ディングス株式会

社）

平成18年１月12日 取締役会合併承認

（株式会社ジャック

リアルエステート）

及び取締役会合併契

約書の承認（調印）

平成18年１月13日 簡易合併公告・債権

者保護手続　公告・

催告

平成18年１月27日 株主総会合併契約書

承認（株式会社

ジャックリアルエス

テート）

平成18年３月10日

（予定）

合併期日及び合併に

よる変更登記

②合併の方法

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、

株式会社ジャックリアルエステートは解

散いたします。

 

③その他

　100％出資子会社との合併であり、新株

式の発行および合併交付金の支払は行い

ません。

 

－ 37 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）合併する会社の概要

(1）商号 株式会社ジャックリアル
エステート
（被合併会社）
（平成17年６月30日現
在）

(2）事業内容 不動産の売買・賃貸・仲
介及び管理、土地建物の
有効利用に関する企画・
調査及び設計

(3）設立年月
日

平成12年２月25日

(4）本店所在
地

東京都新宿区市谷本村町
２番21号

(5）代表者 代表取締役社長　井上　
博文

(6）資本金 1,000万円

(7）発行済株
式数

200株

(8）株主資本 134百万円

(9）総資産 164百万円

(10)決算期 12月31日

(11)従業員数 ３名

―――――――― ――――――――

 

(12)直近期の業績

決算期 平成16年12月期

売上高 107百万円

営業損失 10百万円

経常損失 10百万円

当期純損失 11百万円

 

３．連結子会社の解散

　平成17年12月15日開催の取締役会におい

て、当社の連結子会社であるエス・アンド・

ジェイ・プロパティ・ジャパン有限会社を

解散することを決定いたしました。

(1）解散の理由

　エス・アンド・ジェイ・プロパティ・

ジャパン有限会社は、本社社屋不動産を

保有・管理しておりましたが、平成17年

10月31日に本社社屋の売却が完了しその

役割を終了いたしましたので、会社の維

持管理コストの削減と経営の効率化を図

るために、この度解散することといたし

ました。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）解散する子会社の概要

①商号 エス・アンド・ジェイ・プ

ロパティ・ジャパン有限会

社

②代表者 尾澤　輝行

③所在地 東京都港区西新橋三丁目９

番４号

④設立日 平成13年３月12日

⑤資本金 ３百万円

⑥決算期 10月31日

⑦総資産 120百万円

⑧主な事業

の内容
不動産の管理

―――――――― ――――――――

 

(3）解散時期等

平成17年12月29日

定時社員総会にて解散決議

平成18年３月26日（予定）清算結了

 

(4）当該解散による影響

　今回の解散により分配金（50百万円）

が発生いたしますが、既に公表している

通期連結業績予想の修正はございません。

 

４．資金の貸付

　平成17年12月15日開催の取締役会におい

て、連結子会社AAフィナンシャル・システ

ム株式会社を通じた株式会社ライブドアファ

イナンス及びライブドア証券株式会社への

資金貸付をすることを決定いたしました。

(1）目的

　当社の有効的な資金運用の一環として

ライブドアグループの子会社２社を対象

に短期的な資金貸付を実施するためであ

ります。

 

(2）貸付方法

　平成17年12月19日付で当社から当社の

連結子会社であるAAフィナンシャル・シ

ステム株式会社を通して、株式会社ライ

ブドアファイナンス及びライブドア証券

株式会社に貸付けるものであります。

 

(3）貸付条件

(i）金銭消費貸借契約

貸主　ジャック・ホールディングス

株式会社

借主　AAフィナンシャル・システム

株式会社

金額　　　　　　　　10,000百万円

金利　　　　　　　　　 年利1.0％

期間　平成17年12月19日（月）から

平成18年３月20日（月）（92

日間）

※期限前繰上げ償還可能
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（ⅱ－①）金銭消費貸借契約

貸主　AAフィナンシャル・システム

株式会社

借主　株式会社ライブドアファイナ

ンス

金額　　　　　　　　 5,000百万円

金利　　　　　　　　　 年利3.0％

期間　平成17年12月19日（月）から

平成18年３月20日（月）（92

日間）

※期限前繰上げ償還可能

―――――――― ――――――――

 

（ⅱ－②）金銭消費貸借契約

貸主　AAフィナンシャル・システム

株式会社

借主　ライブドア証券株式会社

金額　　　　　　　　 5,000百万円

金利　　　　　　　　　 年利3.0％

期間　平成17年12月20日（火）から

平成18年３月20日（月）（91

日間）

※期限前繰上げ償還可能

 

５．ストックオプションの割当

　当社は平成17年12月15日開催の取締役会

において、商法第280条ノ20及び商法第280

条ノ21ならびに既に公表しております平成

17年６月29日開催の第18回定時株主総会決

議に基づき、ストックオプションとして発

行する新株予約権について、具体的な発行

内容を決議いたしました。

 

(1）新株予約権の発行日

平成17年12月15日

 

(2）新株予約権の発行数　　　　50,000個

（新株予約権１個につき100株）

 

(3）新株予約権の発行価額

無償とする。

 

(4）新株予約権の目的となる株式の種類及

び数　　　 当社普通株式　5,000,000株

 

(5）新株予約権の行使に際しての払込金額

１株当たり　　　335円

（本日の株式会社東京証券取引所が公表

する最終価格に1.05を乗じた価格）

 

(6）新株予約権の行使により発行する株式

の発行価額の総額　　 1,675,000,000円

 

(7）新株予約権の行使により株券を発行す

る場合の当該株券の発行価額のうち資本

組入額　　　　　　　　 837,500,000円

（１株当たり167.5円）

 

(8）新株予約権の権利行使期間

平成19年６月30日から平成20年７月７

日まで

 

(9）新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡するときは当社取締

役会の承認を要する。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(10)新株予約権の行使条件

・対象者に法令又は当社もしくは当社子

会社の内部規律に対する重大な違反行

為があった場合、対象者は新株予約権

を行使できないものとする。

・この他の権利行使の条件は、株主総会

決議および取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権の割当を受けた者との

間で締結する新株予約権割当契約の定

めるところによるものとする。

―――――――― ――――――――

 

(11)新株予約権の割当を受ける者及び割当

数

　当社取締役５名、監査役５名、従業員

454名及び当社子会社取締役１名、従業員

35名の合計500名
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）仕入実績

　当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

自動車関連事業 14,574,805 88.2

不動産関連事業 ― ―

その他 212,404 93.8

合計 14,787,209 88.3

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

自動車関連事業 18,224,081 87.6

不動産関連事業 62,659 92.6

その他 168,008 140.4

合計 18,454,750 87.9

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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