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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切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 18,288 △12.4 △589 ― △581 ―

17年９月中間期 20,881 △1.9 △419 ― △544 ―

18年３月期 40,614 △5.2 △918 ― △968 ―

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △913 ― △3 87

17年９月中間期 △2,655 ― △21 08

18年３月期 △2,975 ― △16 45

（注）①期中平均株式数 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

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（前期）増減率

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切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 23,823 21,812 91.4 92 30

17年９月中間期 26,594 23,299 87.6 98 74

18年３月期 24,883 22,712 91.3 96 25

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年９月中間期 12,321株 17年９月中間期 11,861株 18年３月期 12,081株

２．19年３月期の業績予想（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 38,500 △800 △1,090

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△４円61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

18年３月期 － 　　　0 － 　　　0 － 0

19年３月期（実績） － 　　　0 － 　　　0 －  

19年３月期（予想） － 　　　0 － 　　　0 － 0

（注）18年９月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－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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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９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（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 17,100,322   15,419,522   15,963,709   

２　受取手形及び
売掛金

 724,580   720,963   690,505   

３　たな卸資産  3,704,721   3,350,138   3,785,410   

４　その他  285,037   321,361   289,740   

貸倒引当金  △17,900   △4,312   △4,432   

流動資産合計   21,796,760 82.0  19,807,673 83.1  20,724,935 83.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  246,289   457,165   450,237   

(2）土地  232,200   232,200   232,200   

(3）その他  410,112   463,225   432,636   

有形固定資産
合計

 888,602  3.3 1,152,590  4.8 1,115,073  4.5

２　無形固定資産  151,164  0.6 40,520  0.2 20,523  0.1

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証
券

※２ 2,628,500   1,646,289   1,679,896   

(2）差入敷金保
証金

 764,713   866,099   857,103   

(3）長期債権 ※３ 21,083,148   20,346,317   21,104,168   

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

(5）その他  103,346   74,907   78,773   

貸倒引当金  △21,064,242   △20,617,095   △21,193,791   

投資その他の
資産合計

 3,758,070  14.1 2,822,243  11.9 3,023,458  12.2

固定資産合計   4,797,836 18.0  4,015,354 16.9  4,159,055 16.7

資産合計   26,594,597 100  23,823,028 100  24,883,990 100
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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９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（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　買掛金  586,452   319,276   339,758   

２　未払金  1,016,308   937,368   857,110   

３　前受金  281,154   108,513   77,716   

４　未払法人税等  58,913   49,371   98,886   

５　賞与引当金  154,820   142,000   164,020   

６　閉鎖店舗引当
金

 －   56,484   64,108   

７　社名変更関連
費用引当金

 370,000   109,874   270,000   

８　その他 ※５ 203,355   210,045   186,992   

流動負債合計   2,671,004 10.0  1,932,934 8.1  2,058,592 8.3

Ⅱ　固定負債           

１　預り保証金  32,293   21,907   24,907   

２　長期未払金  －   19,680   29,520   

３　リース資産減
損勘定

 326,554   3,736   13,109   

４　繰延税金負債  265,072   31,800   45,214   

固定負債合計   623,919 2.3  77,124 0.3  112,750 0.4

負債合計   3,294,923 12.4  2,010,058 8.4  2,171,342 8.7
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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９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   14,447,805 54.3  － －  14,447,805 58.1

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  12,306,474   －   12,362,024   

資本剰余金合計   12,306,474 46.3  － －  12,362,024 49.7

Ⅲ　利益剰余金           

１　任意積立金  644,669   －   644,669   

２　中間未処理損
失

 4,486,784   －   4,806,321   

利益剰余金合計   △3,842,115 △14.4  － －  △4,161,652 △16.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  389,427 1.5  － －  66,425 0.3

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

資本合計   23,299,673 87.6  － －  22,712,647 91.3

負債・資本合計   26,594,597 100  － －  24,883,990 100

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   ― ―  14,447,805 60.6  ― ―

２　資本剰余金           

（1）資本準備金  ―   3,611,951   ―   

（2）その他資本剰
余金

 ―   3,943,751   ―   

資本剰余金合計   ― ―  7,555,702 31.7  ― ―

３　利益剰余金           

（1）その他利益剰
余金

          

別途積立金  ―   644,669   ―   

繰越利益剰余
金

 ―   △913,219   ―   

利益剰余金合計   ― ―  △268,550 △1.1  ― ―

４　自己株式   ― ―  △1,979 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  21,732,977 91.2  ― ―

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 0.2  ― ―

純資産合計   ― ―  21,812,969 91.6  ― ―

負債純資産合計   ― ―  23,823,028 100  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
要約損益計算書

（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   20,881,321 100  18,288,713 100  40,614,952 100

Ⅱ　売上原価   17,361,175 83.1  14,765,478 80.7  33,708,520 83.0

売上総利益   3,520,145 16.9  3,523,235 19.3  6,906,431 17.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  3,939,967 18.9  4,113,151 22.5  7,824,667 19.3

営業損失   419,822 △2.0  589,915 △3.2  918,235 △2.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  24,789 0.1  11,821 0.0  102,928 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  149,564 0.7  3,178 0.0  153,232 0.4

経常損失   544,597 △2.6  581,272 △3.2  968,538 △2.4

Ⅵ　特別利益 ※３  1,363,366 6.5  23,592 0.1  2,207,563 5.4

Ⅶ　特別損失 ※4.6  3,452,186 16.5  332,659 1.8  4,168,535 10.3

税引前中間
(当期)純損失

  2,633,417 △12.6  890,339 △4.9  2,929,511 △7.2

法人税・住民
税及び事業税

 22,295   22,880   45,739   

法人税等調整
額

 － 22,295 0.1 － 22,880 0.1 － 45,739 0.1

中間(当期)純
損失

  2,655,713 △12.7  913,219 △5.0  2,975,250 △7.3
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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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金合
計

その他利益剰余金
利益剰余金合
計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 12,362,024 － 12,362,024 644,669 △4,806,321 △4,161,652 △1,955 22,646,221

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩

（千円）
 △8,750,073 3,943,751 △4,806,321  4,806,321 4,806,321  －

中間純損失（千円）      △913,219 △913,219  △913,219

自己株式の取得

（千円）
       △24 △24

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）

－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － 3,893,102 3,893,102 △24 △913,243

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △913,219 △268,550 △1,979 21,732,977

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 22,745,919

中間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）    △913,219

自己株式の取得（千円）    △24

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）

△19,706 △19,706  △19,706

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△19,706 △19,706 － △932,950

平成18年９月30日　残高

（千円）
46,719 46,719 33,272 21,812,969
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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

項目
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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

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

（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）

(1）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

（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）

(1）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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

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

移動平均法による原価法

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

個別法による低価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

ただし、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。

定期借地権の契約による借地上

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　　　　３年～44年

構築物　　　３年～15年

機械装置　　13年

車両運搬具　４年～６年

器具備品　　３年～10年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

ただしソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（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

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３　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

るため、回収不能見込額を計上

しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

一般債権

貸倒実績率によっております。

  

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。

  

(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

店舗閉鎖に伴う損失発生見込額

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

当中間会計期間に、株式会社ラ

イブドアとの資本・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

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。

同左 同左

５　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）を当事業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1,133

百万円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

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、

当事業年度より、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21,779百万円でありま

す。

　なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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９月30日）
前事業年度末

（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

857,216千円 932,332千円 877,191千円

※２　担保資産

(1）担保に供している資産

――――― ―――――

投資有価証券 964,760千円

定期預金 1,029,000千円

合計 1,993,760千円

(2）上記に対応する債務

―――――

※３　長期債権及び長期売掛

金について

長期債権及び長期売掛金は、財務諸

表等規則第32条第１項第10号の債権

であります。

同左 同左

　４　偶発債務 エス・アンド・ジェイ・プロパ

ティ・ジャパン有限会社との定期建

物賃貸契約に基づき1,241,332千円

の保証類似行為を行っています。

―――――― ――――――

※５　消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は、

相殺の上、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同左

 

――――――

　６　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

100,000千円

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

100,000千円
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（中間損益計算書関係）

項目
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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主な内訳

受取利息

受取配当金

614千円

7,439千円

1,725千円

1,119千円

2,150千円

49,855千円

※２　営業外費用の主な内訳

支払利息

新株発行費

21,239千円

121,851千円

－

－

21,239千円

122,169千円

※３　特別利益の主な内訳

投資有価証券売却益

子会社整理損引当金戻

入益

賞与引当金戻入

－

1,361,000千円

 

－

－

－

 

23,592千円

843,143千円

1,361,000千円

 

－

※４　特別損失の主な内訳

貸倒引当金繰入額

投資有価証券評価損

関係会社株式評価損

減損損失

11,766千円

2,476千円

2,107,000千円

846,977千円

154,530千円

486千円

－

175,298千円

128,377千円

7,236千円

2,107,000千円

1,133,844千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

90,661千円

50,943千円

77,440千円

12,251千円

171,186千円

101,958千円

※６　減損損失 (1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要

(1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要

(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
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項目
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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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
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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18年４月１日　至　平成18年９月30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 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。
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①　リース取引

項目
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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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、減損

損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額

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中間期

末残高相当額

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

有形固

定資産
 

無形固

定資産
 合計

千円 千円 千円

取得価額

相当額
285,627 620,112 905,740

減価償却

累計額相

当額

195,271 308,541 503,812

減損損失

累計額相

当額

15,731 310,823 326,554

中間期末

残高相当

額

74,625 748 75,374

有形固

定資産
 

無形固

定資産
 合計

千円 千円 千円

取得価額

相当額
138,458 3,482 141,940

減価償却

累計額相

当額

90,363 3,076 93,440

減損損失

累計額相

当額

8,980 － 8,980

中間期末

残高相当

額

39,113 406 39,520

有形固

定資産
 

無形固

定資産
 合計

千円 千円 千円

取得価額

相当額
143,358 3,482 146,840

減価償却

累計額相

当額

77,108 2,903 80,012

減損損失

累計額相

当額

15,731 － 15,731

期末残高

相当額
50,518 578 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

額等等

１年以内 157,089千円

１年超 271,068千円

合計 428,157千円

１年以内 28,435千円

１年超 24,167千円

合計 52,602千円

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
326,554千円

リース資産減損勘

定の残高
3,736千円

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、支払利息相当額及び

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、支払利息相当額及び

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、支払利息相当額及び

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
－千円

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 －千円

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　減価償却費相当額及び利息相

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　減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方

法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相

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

前中間会計期間（平成17年９月30日）

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。

当中間会計期間（平成18年９月30日）

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成18年３月31日）

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

項目
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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 98.74円 92.30円 96.25円

１株当たり中間（当

期）純損失
21.08円 3.87円 16.45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

前中間会計期間における１株

当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資

産額
102.57円

１株当たり中間

純利益金額
1.47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、以下のとおりであります。

 
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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(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） 2,655,713 913,219 2,975,250

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）
2,655,713 913,219 2,975,250

期中平均株式数（千株） 125,970 235,974 180,821

－ 15 －



（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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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