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１．平成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 45,473 (△ 0.7) △33
(  －  )
　　　　

302 (△ 66.2)

17年９月中間期 45,808 (  15.5) 561 (△ 2.9) 896 (　  5.3)

18年３月期 95,342 1,716 2,338

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 122 (△73.4) 7 74

17年９月中間期 457 ( 143.0) 32 71

18年３月期 1,298 89 71

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 15,756,856株 17年９月中間期 14,001,274株 18年３月期 14,478,629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９月中間期 32,686 10,051 30.7 637 82

17年９月中間期 30,564 7,435 24.3 531 15

18年３月期 34,746 10,020 28.8 636 18

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 15,758,996株 17年９月中間期 13,999,700株 18年３月期 15,750,996株

　　　②期末自己株式数 18年９月中間期   87,500株 17年９月中間期 112,500株 18年３月期  95,500株

 

２．平成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 98,400  1,800  720  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　45円 69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 　　　　－ 5.0       － 6.0 － 11.0

19年 3月期（実績） 　　　　－ 6.0      － － －  

19年 3月期（予想） 　　 　　－          －       － 6.0 － 12.0

※　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。
なお、「１株当たりの予想当期純利益（通期）」は期末時における予想期中平均株式数（15,756,856株）により算出
しております。
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５．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）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※２ 2,656,517 3,164,440  4,893,162

２．受取手形  48,241 －  410

３．売掛金 2,893,251 2,769,828  4,032,664

４．たな卸資産 9,212,660 8,916,206  9,838,752

５．前渡金 16,633 －  －

６．その他 1,587,157 1,968,353  1,676,702

７．貸倒引当金 △881 △3,025  △893

流動資産合計 16,413,580 53.7 16,815,803 51.4 402,222 20,440,797 58.8

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産 ※１  

１．建物 ※２ 3,466,204 3,450,635  3,443,934

２．土地 ※２ 1,644,761 1,644,761  1,644,761

３．その他 1,064,674 2,020,040  1,025,447

有形固定資産
合計

6,175,640 20.2 7,115,438 21.8 939,797 6,114,140 17.6

(2）無形固定資産 170,379 0.6 232,389 0.7 62,010 181,901 0.5

(3）投資その他の
資産

 

１．差入敷金及
び保証金

※２ 4,728,283 5,329,758  4,992,635

２．その他 ※２ 3,102,102 3,218,300  3,042,464

３．貸倒引当金 △25,587 △25,587  △25,587

投資その他の
資産合計

7,804,798 25.5 8,522,470 26.1 717,671 8,009,512 23.1

固定資産合計 14,150,819 46.3 15,870,298 48.6 1,719,479 14,305,554 41.2

資産合計 30,564,400 100.0 32,686,101 100.0 2,121,701 34,746,352 100.0
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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 9月30日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形  44,241 －  31,116

２．買掛金 7,243,691 8,002,987  8,542,845

３．短期借入金  200,000 200,000  200,000

４．１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 2,595,359 2,898,559  2,983,759

５．１年以内償還
予定社債

1,100,000 －  1,050,000

６．未払金 1,959,064 2,546,714  2,077,646

７．未払法人税等 335,492 151,153  673,215

８．賞与引当金 47,376 －  －

９．その他 ※４ 632,689 742,533  825,826

流動負債合計 14,157,916 46.3 14,541,948 44.5 384,032 16,384,409 47.2

Ⅱ　固定負債  

１．社債 500,000 500,000  500,000

２．長期借入金 ※２ 6,483,120 5,484,060  5,907,840

３．販売商品保証
引当金

727,063 695,808  673,622

４．役員退職引当
金

113,048 124,064  117,987

５．退職給付引当
金

663,996 696,035  674,157

６．預り保証金 458,570 581,520  449,879

７．長期前受収益 24,795 11,270  18,032

固定負債合計 8,970,594 29.4 8,092,759 24.8 △877,835 8,341,519 24.0

負債合計 23,128,510 75.7 22,634,707 69.3 △493,803 24,725,929 71.2

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 1,529,572 5.0 － － △1,529,572 2,430,096 7.0

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,945,518 －  2,845,078

資本剰余金合計 1,945,518 6.4 － － △1,945,518 2,845,078 8.1

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 80,227 －  80,227

２．任意積立金 97,200 －  97,200

３．中間（当期）
未処分利益

3,820,779 －  4,584,415

利益剰余金合計 3,998,206 13.1 － － △3,998,206 4,761,841 13.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

51,395 0.1 － － △51,395 60,064 0.2

Ⅴ　自己株式 △88,802 △0.3 － － 88,802 △76,658 △0.2

資本合計 7,435,889 24.3 － － △7,435,889 10,020,422 28.8

負債資本合計 30,564,400 100.0 － － △30,564,400 34,746,352 100.0
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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 9月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年 3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 2,430,096 7.4 2,430,096 － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 2,845,078  －

資本剰余金合
計

 － － 2,845,078 8.7 2,845,078 － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 80,227  －

(2）任意積立金  － 97,200  －

繰越利益剰
余金

 － 4,607,926  －

利益剰余金合
計

 － － 4,785,354 14.6 4,785,354 － －

４　自己株式  － － △70,399 △0.2 △70,399 － －

株主資本合計  － － 9,990,129  9,990,129 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 61,263   － －

評価・換算差額
等合計

 － － 61,263 0.2 61,263 － －

純資産合計  － － 10,051,393 30.7 10,051,393 － －

負債純資産合計  － － 32,686,101 100.0 32,686,101 － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 45,808,849 100.0 45,473,334 100.0 △335,515 95,342,714 100.0

Ⅱ　売上原価 38,555,700 84.2 38,045,681 83.7 △510,018 79,975,585 83.9

売上総利益 7,253,149 15.8 7,427,653 16.3 174,503 15,367,129 16.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※５ 6,691,410 14.6 7,461,493 16.3 770,082 13,650,952 14.3

営業利益 561,738 1.2 △33,840 △0.0 △595,579 1,716,176 1.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 440,399 0.9 472,083 1.0 31,684 892,190 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 105,743 0.2 135,478 0.3 29,734 269,918 0.3

経常利益 896,394 1.9 302,764 0.7 △593,629 2,338,449 2.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 90,698 0.2 － － △90,698 116,688 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 208,234 0.4 98,526 0.2 △109,707 242,106 0.3

税引前中間
（当期）純利
益

778,858 1.7 204,237 0.5 △574,620 2,213,031 2.3

法人税、住民
税及び事業税

272,807 75,474 △197,333 854,379

法人税等調整
額

48,128 320,936 0.7 6,738 82,212 0.2 △238,723 59,738 914,117 0.9

中間（当期）
純利益

457,922 1.0 122,024 0.3 △335,897 1,298,914 1.4

前期繰越利益 3,364,047 －  3,364,047

自己株式処分
差損
 

△1,189
 

－
 

 
 

△8,547
 

 中間配当額
 

－
 

－
 

 
69,998

 

中間（当期）
未処分利益

3,820,779 －  4,584,415
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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

利益準備
金

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 4月 1日　残高

（千円）
2,430,096 2,845,078 － 2,845,078 80,227 97,200 4,584,415 4,761,841 △76,658 9,960,358

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）       △94,505 △94,505  △94,505

中間純利益（千円）       122,024 122,024  122,024

自己株式の処分（千円）       △4,006 △4,006 6,259 2,253

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）
－ － － － － － 23,512 23,512 6,259 29,772

平成18年 9月30日　残高

（千円）
2,430,096 2,845,078 － 2,845,078 80,227 97,200 4,607,926 4,785,354 △70,399 9,990,129

評価・換算差額等

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）
60,064 60,064 10,020,422

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △94,505

中間純利益（千円）   122,024

自己株式の処分（千円）   2,253

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）

1,199 1,199 1,199

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
1,199 1,199 30,971

平成18年 9月30日　残高

（千円）
61,263 61,263 10,051,393
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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

①子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

　　②その他有価証券

イ．時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は部分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その他有価証券

イ．時価のあるもの

同左

　　②その他有価証券

イ．時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は部

分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）

ロ．時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ．時価のないもの

同左

ロ．時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

　移動平均法による低価法

　ただし、リサイクル商品（中

古品）については売価還元法に

よる原価法

(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。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(1）有形固定資産

　

 　　　同左

 

(1）有形固定資産

　

 　　　同左　　

 

建物 27～34 年

構築物 10～15 年

器具備品 3～15 年

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

同左

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

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、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権及び破産更生債権等の特定債

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。

(1）貸倒引当金

同左

(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、将来の支

給見込額のうち当中間会計期間

の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

－

(2）賞与引当金

　　　　－

(3）販売商品保証引当金

　販売商品のアフターサービス

に対する費用支出に備えるため、

保証期間内のサービス費用見込

額を過去の実績を基礎にして計

上しております。

(3）販売商品保証引当金

同左

(3）販売商品保証引当金

同左

(4）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間期

末要支給額を計上しております。

(4）役員退職引当金

同左

(4）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の

見込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。

(5）退職給付引当金

　　　　同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき、計上して

おります。

　数理計算上の差異（17,284千

円）については、発生年度に費

用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。
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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）

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．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金

利スワップのみであり、特例処

理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ方法…借入金

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融

収支改善のため、対象債務の範

囲内でヘッジ会計を行っており

ます。

　　　 同左 同左

６．その他の中間財務諸表等

（財務諸表等）作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

同左 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）

　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26,339千円減少しておりま

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。

 

  　　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利益は26,339千

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.

 (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、

10,051,393千円であります。

　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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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

2,716,717千円

　なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれており

ます。

3,300,088千円

　なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれており

ます。

3,049,290千円

　なお、減価償却累計額には、減

損損失累計額が含まれております。

※２　担保提供資産 　担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

　担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。

　担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

定期預金 520,061千円

建物 615,934

土地 110,127

差入敷金及び

保証金
2,221,257

投資その他の

資産その他
113,893

計 3,581,274

定期預金 520,065千円

建物 592,930

土地 110,127

差入敷金及び

保証金
2,034,552

投資その他の

資産その他
105,640

計 3,363,315

定期預金 520,063千円

建物 602,109

土地 110,127

差入敷金及び

保証金
2,126,081

投資その他の

資産その他
109,767

計 3,468,148

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年以内返済予

定長期借入金

57,387千円

長期借入金 3,523,886 

　計 3,581,274 

１年以内返済予

定長期借入金

495,512千円

長期借入金 3,500,745 

　計 3,996,257 

１年以内返済予

定長期借入金

57,322千円

長期借入金 4,034,589

計 4,091,912

　３　偶発債務 　関係会社の金融機関からの借

入金に対して次のとおり債務保

証を行っております。

　関係会社の金融機関からの借入金

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

　関係会社の金融機関からの借入金

に対する保証は次のとおりでありま

す。

㈱テレマックス 60,000千円 ㈱テレマックス 40,000千円 ㈱テレマックス 50,000千円

  関係会社の取引先からの仕入債

務に対して次のとおり債務保証を

行っております。

 

㈱イーネット・

ジャパン
15,945 千円

   

  関係会社の取引先からの仕入債務

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

 

㈱イーネット・

ジャパン
17,410 千円

   

  関係会社の取引先からの仕入債務に

対して次のとおり債務保証を行ってお

ります。

 

㈱イーネット・

ジャパン
47,968 千円

   

※４　消費税等の表示方法 　仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

同左 同左

　５　コミットメントライ

ン

　当社は資金調達の機動性を高

めるため、取引銀行４行との間

に融資枠（コミットメントライ

ン）を設定しております。

　なお、当中間会計期間末にお

ける当融資枠に基づく借入の実

行状況は次のとおりであります。

　当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行３行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。

　なお、当中間会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は

次のとおりであります。

　当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行４行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。

　なお、当期末における当融資枠に

基づく借入の実行状況は次のとおり

であります。

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 － 

差引借入未実行残

高
2,500,000

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 － 

差引借入未実行残

高
2,500,000

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 － 

差引借入未実行残

高
2,500,000
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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　営業外収益のうち

重要なもの

受取利息 13,679千円

仕入割引 390,991

受取利息 17,962千円

仕入割引 360,592

受取利息 31,531千円

仕入割引 791,213

※２　営業外費用のうち

重要なもの

支払利息 90,355千円 支払利息 85,824千円 支払利息 180,250千円

※３　特別利益のうち重

要なもの

投資有価証券売却益 43,708千円

投資有価証券評価損

戻入益 
46,921 

－ 投資有価証券売却益 70,163千円

投資有価証券評価損

戻入益 
46,524 

※４　特別損失のうち重

要なもの

固定資産除却損 152,674千円

保証金等解約損

減損損失

7,220

26,339

固定資産除却損 33,493千円

投資有価証券評価損 4,211

固定資産除却損 186,145千円

固定資産売却損 400

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

失を計上しました。

 

 

場所 用途 種類 その他

 店舗（神

奈川県）

店舗設

備 

建物及び

構築物 

器具備

品 

　

　当社は、継続的に損益の把握を実施

している店舗をグルーピングの基本単

位としております。

　営業活動から生じる損益が継続して

マイナスで、資産グループの固定資産

簿価を全額回収できる可能性が低いと

判断した店舗について、当該資産グ

ループの帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失（26,339

千円）として特別損失に計上しました。

その内訳は、建物13,021千円、構築物

1,013千円及びその他12,304千円であ

ります。

　当該資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、主

に固定資産税評価額及び減価償却計算

に用いられている税法規定等に基づく

残存価額（取得原価の５％）を基に評

価しています。

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

失を計上しました。

 

 

場所 用途 種類 その他

 店舗（長

野県）

店舗設

備 

建物及び

構築物 

器具備

品 

　

　当社は、継続的に損益の把握を実施

している店舗をグルーピングの基本単

位としております。

　営業活動から生じる損益が継続して

マイナスで、資産グループの固定資産

簿価を全額回収できる可能性が低いと

判断した店舗について、当該資産グ

ループの帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失（32,481

千円）として特別損失に計上しました。

その内訳は、建物6,517千円及びその

他25,964千円であります。

　当該資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、主

に固定資産税評価額及び減価償却計算

に用いられている税法規定等に基づく

残存価額（取得原価の5％）を基に評

価しています。

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

失を計上しました。

 

 

場所 用途 種類 その他

 店舗（神

奈川県）

店舗設

備 

建物及び

構築物 

器具備

品 

　

　当社は、継続的に損益の把握を実

施している店舗をグルーピングの基

本単位としております。

　営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いと判断した店舗について、当該

資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損

失（26,339千円）として特別損失に

計上しました。その内訳は、建物

13,021千円、構築物1,013千円及び

その他12,304千円であります。

　当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、

主に固定資産税評価額及び減価償却

計算に用いられている税法規定等に

基づく残存価額（取得原価の5％）

を基に評価しています。

※５　減価償却実施額 有形固定資産 306,157千円

無形固定資産 40,893

 

 

有形固定資産 316,214千円

無形固定資産 33,003

 

 

有形固定資産 650,716千円

無形固定資産 91,428
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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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 95 － 8 87

合計 95 － 8 87
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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及び期末残高

相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

375,911 235,226 140,684

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

353,861 285,191 68,669

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固
定資産
その他

357,911 253,517 104,393

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

1年内 75,328千円

1年超 74,371千円

合計 149,699

1年内 67,490千円

1年超 6,880千円

合計 74,371

１年内 75,909千円

１年超 36,201千円

合計 112,110

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 42,185千円

減価償却費相当額 37,891

支払利息相当額 3,583

支払リース料 39,715千円

減価償却費相当額 35,723

支払利息相当額 1,976

支払リース料 82,549千円

減価償却費相当額 74,182

支払利息相当額 6,355

４．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．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．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

価額相当額と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。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

　前中間会計期間末（平成17年9月30日） 

　　関係会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 470,806 1,529,580 1,058,773

合計 470,806 1,529,580 1,058,773

　当中間会計期間末（平成18年9月30日） 

　　関係会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 494,455 1,948,800 1,454,344

合計 494,455 1,948,800 1,454,344

　前事業年度末（平成18年3月31日） 

　　関係会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 494,455 2,560,780 2,066,324

合計 494,455 2,560,780 2,066,324
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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 531円15銭

１株当たり中間純利益 32円71銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益
－ 

１株当たり純資産額 637円 82銭

１株当たり中間純利益 7円 74銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益
ー 

１株当たり純資産額 636  円 18 銭

１株当たり当期純利益 89  円 71 銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
－ 

（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式

がないため記載しておりません。

２．１株当たり中間（当期）純利益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）純利益（千円） 457,922 122,024       1,298,914

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）

純利益（千円）
457,922    122,024    1,298,914

期中平均株式数（千株） 14,001     15,756          14,478

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（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権（ス

トックオプション）１種類。

同左 同左
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（重要な後発事象）

  前中間会計期間
 

 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（特定国内転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約

付）発行について平成17年10月14日に当社取締役会決議に基づく委任により、当社代表執行役が第1回

無担保転換社債型新株予約権付社債（特定国内転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以

下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」といい、本社債に付された新株予約

権を「本新株予約権」という）の発行を決定し、平成17年10月31日に本新株予約権付社債を発行いたし

ました。

その概要は次のとおりであります。

 

１ . 社債総額  金10億円

２ ．各本社債の金額  金2,500万円の1種

３ ．本新株予約権の総数  40個（各本社債に付された本新株予約権の数は1個とする）

４ ．新株予約権付社債券の形式  無記名式に限る。

５ ．利率  本社債には利息を付さない。

６ ．発行価額  額面100円につき金100円ただし、本社債に付された本新株予約権は無償にて発行する。

７ ．償還金額  額面100円につき金100円ただし、繰上償還の場合は、第12項第4号、第6号および第7号

に定める金額による。

８ ．物上担保および保証

 　　本社債には物上担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

９ ．償還の方法および期限

   (1) 本社債の元金は、平成19年10月31日にその総額を償還する。ただし、本社債の繰上償還に関して

は本項第4号、第6号および第7号に定めるところによる。 

   (2) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、本新株予

約権のみを消却することはできない。本社債を買入消却する場合においては、当社は本社債に付

された本新株予約権につき、その権利を放棄するものとする。

   (3) 本社債を償還すべき日（本項第4号、第6号および第7号の規定により本社債を繰上償還する日を

含み、以下「償還期日」という）が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれ

を繰上げる。

   (4) 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総

会で決議した場合、当該株式交換または株式移転の効力発生日前に、残存する本社債の全部を額

面100円につき金100円で繰上償還することができる。

   (5) 当社が本項第4号の規定により本社債を償還しようとするときは、当社は当該償還期日の少なく

とも1か月以上2か月前に繰上償還をしようとする旨その他必要事項について第20項第1号①に定

める方法で社債権者に対して通知を行うものとする。

   (6) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対し

て、毎月第1金曜日（ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る）までに、第20項第1号①に定める方法で事前通知を行ったうえで、当該月の第3金曜日（ただ

し、第3金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）に、残存する本社債の

全部（一部は不可）を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。

   (7) 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対し

て、毎月第2金曜日（ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る）までに、事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債の新株予約権付社債券を第24項記載の償

還金支払場所に提出することにより、当該月の第4金曜日（ただし、第4金曜日が銀行休業日にあ

たるときは、その前銀行営業日とする）にその保有する本社債の全部または一部を額面100円に

つき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
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10 . 本新株予約権の内容

　　　(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。

　　　(2) 本新株予約権の行使請求期間

　　　　　本新株予約権付社債の社債権者は、平成17年11月1日から平成19年10月30日（第12項第4号、

第6号および第7号に定めるところにより、平成19年10月30日以前に本社債が償還される場合

には、当該償還期日の前銀行営業日）までの間いつでも、本新株予約権を行使し、本項第5号

ないし第12号に定める割合をもって当社の普通株式の発行またはこれに代えて当社が有する

当社の普通株式の移転を請求することができる。

　　　(3) その他の本新株予約権の行使の条件

　　　　　当社が第12項第4号もしくは第6号により本社債を繰上償還する場合には、償還期日以降本新

株予約権を行使することはできない。また、当社が第17項により本社債につき期限の利益を

喪失した場合には当該期限の利益喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。当

社が第12項第7号記載の本新株予約権付社債の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場

合には、本新株予約権付社債の新株予約権付社債券が第24項記載の償還金支払場所に提出さ

れたとき以後本新株予約権を行使することができない。また、本新株予約権の1個の一部を行

使することはできない。

　　　(4) 本新株予約権の消却事由

　　　　　償却事由は定めない。

　　　(5) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。

　　　(6) 本新株予約権の行使により発行または移転する当社の普通株式1株に払込むべき金額（以下

「転換価額」という）は、当初金1,140円とする。ただし、転換価額は、本項第8号ないし第 12

号によって修正または調整されることがある。

　　　(7) 本新株予約権の行使により発行または移転すべき当社の普通株式の株式数は、次式のとおり

とする。ただし、転換価額が、本項第8号ないし第12号によって修正または調整された場合は

修正後または調整後の転換価額とする。この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切

捨て、現金による調整は行わない。

　　　(8) 転換価額の修正

　　　　　本新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日（以下「決定日」という）の翌取引日以降、転

換価額は、決定日まで（当日を含む）の3連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日

が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定

期間」という）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、

その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という）に修正される。なお、時価算

定期間内に、本項第9号または第12号で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後

転換価額は、本要項に従い当社が適正と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結

果、修正後転換価額が570円（以下「下限転換価額」という。ただし、本項第9号または第12

号による調整を受ける）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転

換価額が1,710円（以下「上限転換価額」という。ただし、本項第9号または第12号による調

整を受ける）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。
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　　　(9) 転換価額の調整

　　　　　① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、次に掲げる事由により、当社の普通株式数に変更

を生ずる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、転換価額を本号②に定める算式

（以下「転換価額調整式」という）により調整しなければならない。

　　　　　　　(イ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行ま

たは商法第211条にもとづき当社が有する当社の普通株式を処分する場合。

　　　　　　　(ロ) 株式の分割により当社の普通株式を発行する場合。

　　　　　　　(ハ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される

証券または転換できる証券を発行する場合。

　　　　　　　(ニ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または

当社が有する当社の普通株式の移転を請求できる新株予約権または新株予約権付社

債を発行する場合。

　　　　　② 転換価額の調整は、次の転換価額調整式により行う。

　　　　　　　(イ) 転換価額調整式に使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また

株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における

当社の発行済普通株式数から、当該日に当社が有する当社の普通株式数を控除する

ものとする。

　　　　　　　(ロ) 転換価額調整式に使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項

第10号②(イ)ただし書に示される株式の分割を行う場合は、株主割当日）に先立つ

45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く）の株式会社ジャスダック証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平

均値とする。平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

　　　　　　　(ハ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四

捨五入する。

　　 (10) 調整後の転換価額の適用時期は、次に定めるところによる。

　　　　　① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行または商

法第211条にもとづき当社が有する当社の普通株式を処分する場合、調整後の転換価額は、

当該当社の普通株式の発行または処分における払込期日の翌日以降、また当該当社の普通

株式の発行の場合において募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これ

を適用する。

　　　　　② (イ) 株式の分割により当社の普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分

割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本

に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により当社の普通株

式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議を

する株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合は、調

整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日

の翌日以降、これを適用する。

　　　　　　　(ロ) 上記(イ)ただし書の場合で、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該配当可

能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日までに本新株予約権の行使をな

した者に対しては、次に定める算式により当社の普通株式を発行または移転する。

この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切捨て、現金による調整は行わ

ない。
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　　　　　③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券ま

たは転換できる証券を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券の払込期日に、また

募集のための株主割当日がある場合はその日の終りに、その証券の全部が転換され、当社

の普通株式が新たに発行されたものとみなし、その払込期日の翌日以降または割当日の翌

日以降、これを適用する。

　　　　　④ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または当社が

有する当社の普通株式の移転を請求できる新株予約権または新株予約権付社債を発行する

場合、調整後の転換価額は、その証券の払込期日に、また募集のための株主割当日がある

場合はその日の終りに、その新株予約権または新株予約権付社債の権利の全部が行使され、

当社の普通株式が新たに発行されたものとみなし、その払込期日の翌日以降または割当日

の翌日以降、これを適用する。将来、同様の調整が起こった場合には、本規定により既発

行とみなされた潜在普通株式は、その新株予約権または新株予約権付社債の権利が行使さ

れた結果発行された普通株式数が上記潜在株式数を上回らない限度で既発行普通株式とみ

なされる。

　　 (11) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまると

きは、転換価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事

由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整

前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。

　　 (12) 当社は、本項第9号①に掲げた事由によるほか、次の①ないし③に該当する場合には、当社は、

必要な転換価額の調整を行うものとする。

　　　　　① 株式の併合、資本の減少、会社分割または合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

　　　　　② 本号①のほか、当社の普通株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって

転換価額の調整を必要とするとき。

　　　　　③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の転

換価額の算出にあたり使用すべき時価が他方の事由によって修正されているとみなされて

いるとき。

　　 (13) 本項第8号ないし第12号により転換価額の修正または調整を行うときは、当社は、本新株予約

権付社債の社債権者に対し適用の日の前日までに必要な事項を第20項第1号①に定める方法で

通知を行わなければならない。ただし、本項第10号②(イ)ただし書に示される株式の分割を

行う場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行うものとする。

　　 (14) 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使請求しようとするときは、当社の定め

る行使請求書に行使しようとする本新株予約権付社債を表示し、行使請求の年月日等を記載し

て記名捺印したうえ、本新株予約権付社債の新株予約権付社債券を添え、本項第2号に定める

期間中に、当社の名義書換代理人事務取扱場所である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

（以下「行使請求受付場所」という）に提出しなければならない。本新株予約権付社債の新株

予約権付社債券が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という）に預託されている場合は、

行使請求書に行使しようとする本新株予約権付社債を表示し、行使請求の年月日等を記載して

記名捺印したうえ、機構を経由して、本項第2号に定める期間中に、行使請求受付場所に提出

しなければならない。

　　 (15) 商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは、その本新株

予約権が付与された本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべ

き額の全額の払込がなされたものとみなす。

　　 (16) 本新株予約権付社債については、商法第341条ノ2第4項の定めにより、いかなる場合において

も、社債部分と本新株予約権とを分離して譲渡することができない。
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　　 (17) 本新株予約権の行使に要する書類が、行使請求書に記載した請求の年月日経過後、行使請求

受付場所に到着したときは、到着したときに本新株予約権の行使請求があったものとみなす。

　　 (18) 本新株予約権の行使に要する書類を提出した者は、その後これを取り消すことはできない。

　　 (19) 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の発行価額中資本に組入れない

額は、転換価額（ただし、本項第8号ないし第12号に定めるところに従い修正または調整され

た場合は、修正後または調整後の転換価額）から資本に組入れる額を減じた額とする。資本

に組入れる額とは、前記転換価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切上げるものとする。

　　 (20) 本新株予約権の行使により発行または移転された当社の普通株式に対する最初の利益配当金

または中間配当金は、本新株予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日

に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ発行または移転が

あったものとみなしてこれを支払う。

　　 (21) 当社は、本新株予約権の行使手続終了後すみやかに株券を交付する。ただし、当社が定款で

単元(現在1単元は100株)未満の株式にかかる株券を発行しない旨を定める場合には、当該単

元未満株式にかかる株券を交付しないことができる。

　　 (22) 当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合、法令の制定もしくは改廃等、本要項の規定

中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。

11 . 社債管理会社の不設置

     本社債は、商法第297条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理会社は

設置されていない。

12 . 財務上の特約

　　　(1) 担保提供制限

　　　　　当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債の発行後、当

社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債（ただし、下記に定める担附切換

条項が特約されている無担保転換社債型新株予約権付社債を除く）のために担保権を設定す

る場合は、本新株予約権付社債のためにも担保附社債信託法にもとづき同順位の担保権を設

定するものとする。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、商法第341条ノ2に定められた

新株予約権付社債であって、商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の規定にもとづき、新株

予約権を行使したときに新株予約権付社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす旨の決議がなされたものをいう。ま

た、上記ただし書における担附切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由

が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定するための特

約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

　　　(2) 前号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手

続を完了し、かつ、その旨を担保附社債信託法第77条の規定に準じて公告するものとする。

13 ．期限の利益喪失に関する特約

     (1) 当社は、次の各場合には本社債全額について期限の利益を喪失する（以後本新株予約権を行使

することはできない）。

　　　　　① 当社が第12項の規定に違背したとき。

　　　　　② 当社が第16項第1号の規定に違背したとき。

　　　　　③ 当社が第14項第8号ないし第13号の規定に違背し、社債権者から当社に対する所定の書面

による申出後、1か月以内にその履行をしないとき。 

　　　　　④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済する

ことができないとき。
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　　　　　⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしく

はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもか

かわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算

後）が5億円を超えない場合は、この限りでない。

　　　　　⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別

清算開始の申立をし、または解散（合併の場合を除く）の取締役会決議をしたとき。

　　　　　⑦ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、会社整理もしくは特別

清算の開始命令を受け、または解散（合併の場合を除く）したとき。

　　　(2) 前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を第20項第1号②に定

める方法で公告する。

　　　(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、期限の利益喪失日に弁済の

提供がなされなかった場合には、当該元本について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の

支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を第20項第1号②に定める方法で公告した日

から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、遅延損害金をつける。

14 ．新株予約権付社債券の喪失等

　　　(1) 本新株予約権付社債の新株予約権付社債券を喪失した者が、その種類、記番号および喪失の

事由等を当社に届け出て、かつ、公示催告手続により確定した除権決定の謄本を添えて代り

新株予約権付社債券の交付を請求したときは、当社はこれに対し代り新株予約権付社債券を

交付することができる。

　　　(2) 本新株予約権付社債の新株予約権付社債券の毀損または汚染したものにつき、代り新株予約

権付社債券交付の請求があったときは、当社はその毀損または汚染した新株予約権付社債券

と引換えに代り新株予約権付社債券を交付することができる。ただし、毀損の程度が大きい

ときまたは真偽の鑑別が困難なときは本項第1号に準ずる。

15 ．代り新株予約権付社債券交付の費用

　　　代り新株予約権付社債券を交付する場合は、当社は手数料としてこれに要した実費（印紙税を含

む）を徴収する。

16 ．社債権者への通知の方法

　　　(1) 本新株予約権付社債に関して社債権者に通知をする場合は、以下のいずれかの方法によるも

のとする。

　　　　　① 証券取引法第166条第4項および同法施行令第30条第1項第2号に規定する方法による公表と

同一の方法によりこれを行う方法。

　　　　　② 公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、官報にこれを掲載する方法。 

　　　(2) 本新株予約権付社債に関して、すべての社債権者に通知することが可能な場合には、前号の

規定にかかわらず、法令に別段の定めがあるものを除き、当社は直接社債権者に通知するこ

とができる。

17 ．社債権者集会に関する事項

　　　(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に社

債権者集会を開く旨および会議の目的たる事項を公告する。

　　　(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

　　　(3) 本社債総額の10分の1以上にあたる社債権者は、本社債を供託したうえ、会議の目的たる事項

および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することがで

きる。

18 ．社債要項の公示

　　　当社は、その本店に本要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

19 ．償還金支払場所　本社債の償還金の支払いは、以下に記載の償還金支払場所でこれを行う。

　　　株式会社ノジマ　財務経理本部
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20 ．行使請求受付場所 

　　　名義書換代理人　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　　証券代行部

21 ．本新株予約権の発行価額を無償とする理由およびその行使に際して払込をなすべき額の算定理由

　　　本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡は

できず、かつ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅するなど、本社債と本新

株予約権が相互に密接に関連すること、並びに、本社債の利率、繰上償還および発行価額等のそ

の他の発行条件により当社が得ることのできる経済的な価値と本新株予約権に内在する価値とを

考慮し、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付社債は、転換社債型新株予約権付社

債であることから、本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額

とし、当初転換価額は、平成17年10月14日の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値を5.07％上回る額とした。

22 ．手取金の使途 

　　　手取概算額990百万円については、子会社株式の取得資金に160百万円、残額を借入金返済に充当

する予定である。

23 ．上記に定めるもののほか、本新株予約権付社債の発行に関し必要な事項は、当社代表執行役社長に

一任する。

24 ．上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

 

 　当中間会計期間
 

  当社は、平成18年10月17日開催の取締役会において、平成19年３月１日を期して、下記のとおり株式

会社真電（東証2部・コード9911）と合併することで基本的合意に達し、「合併に関する基本合意書」

を締結することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。

 

１．合併の目的

　株式会社真電は、AV、並びにエアコン、冷蔵庫などの季節・白物家電等の家庭用電器製品の販売事

業をおこなっており、新潟県内26店舗で展開をしております。

同社は、創業以来、地域の専門店として地元に密着し、地域のお客様から支持される店舗を目指し、

家庭用電化製品の販売のみならず、家電製品の点検サポート等のサービスを行う「タスキーサービス」

を積極的に推進し、お客様の満足度の向上に努めております。

　一方当社は、デジタルAV家電関連商品の販売やサービスの提供、又、携帯電話端末販売事業に強み

をもった専門店を、主に神奈川県を中心としたロードサイド、ショッピングモール、丸井をはじめと

した駅前インショップの形態で、神奈川県及びその周辺地域にて60店舗の展開をしております。

更に、当社グループ内には、携帯電話端末の卸売、開通業務を行うソロン株式会社、同商品の販売を

行う株式会社テレマックス、楽天市場やyahoo!にてインターネット通販「いーでじ!!」の運営を行っ

ている株式会社イーネット・ジャパン、主要都市や、ショッピングモール内で音楽CD、DVD販売を行う

株式会社WAVEなど、当社を中心として、販売・企画・管理など様々な点で、シナジー効果を得られる

業態のみを結集させNojimaグループを形成しております。

特に、携帯電話端末の販売関連では、国内携帯電話の全キャリアの一次代理店の権利を有するのが大

きな武器となっております。

　今期に入りわが国経済は、企業業績の改善を背景に設備投資の増加や個人消費の緩やかな上昇もあ

り、景気は回復基調で推移しておりますが、原油価格の高騰等の懸念事項もあり先行き不透明な状況

であります。

一方家電流通業界につきましても、単価ダウンやパソコン販売の不振、期待の薄型テレビもワールド

カップ効果が限定的であったこと、さらには梅雨の長期化によりエアコン販売が低調であった等の状

況にあり、更に、同業他社との競争状態も激しさを増しております。
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　このような状況下、株式会社真電との合併につきましては、両社の出店地域の重複がないため地域

補完性が期待できる一方で、商品アイテムにつきましては数多くのものが重複しており、仕入統合等

によりローコスト化、高効率化が期待できると考えております。

更に、物流部門や本部間接部門の統合、当社システムへの統合を行うことにより、より強固な財務体

質を持ち、スピーディーでかつローコストの経営を行うことが可能となると考えております。

　株式会社真電の店舗につきましては、小型店が中心であり、且つ、老朽化も進んでおりますので、

改装・スクラップアンドビルド等積極的に行い、お客様の立場に立った店舗作りをしてまいります。

又、株式会社真電の店舗の品揃えについても情報関連、通信関連を中心に改善の余地があり、当社の

ノウハウを注入することにより業績の向上が可能であります。

株式会社真電はここ数年業績不振が続いておりますが、上記記載のように、同社との合併によりシナ

ジー効果が十二分に期待できますので、今般、同社と合併することで基本的合意に達し、本日基本合

意書を締結することといたしました。

 

２．合併の要旨

　(１)合併の日程

　　　合併基本合意書承認取締役会　　　　　平成１８年１０月１７日

　　　合併契約締結　　　　　　　　　　　　平成１８年１１月３０日（予定）

　　　合併契約承認臨時株主総会　　　　　　平成１９年　１月１５日（予定）

　　　（当社、株式会社真電）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　合併期日（効力発生日）　　　　　　　平成１９年　３月　１日（予定）

　　　合併登記　　　　　　　　　　　　　　平成１９年　３月　１日（予定）

　　　株券交付日　　　　　　　　　　　　　平成１９年　３月　５日（予定）

　(２)合併方式

　　　株式会社ノジマを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社真電は解散します。

　(３)合併比率

会社名 株式会社ノジマ 株式会社真電

 合併比率 1 0.53

 

(注) １．株式の割当比率

　　　　　株式会社真電の株式１株に対して、株式会社ノジマの株式0.53株を割当いたします。尚、上

記割当比率につき　ましては、本基本合意締結後速やかに行われるデューディリジェンスの

結果を反映し変更の可能性があります。

 　　２．合併比率の算定根拠

　　　　　合併比率の算定につきましては、それぞれ第三者機関として、当社が大和証券ＳＭＢＣ株式

会社、株式会社真電が株式会社ＧＭＤコーポレートファイナンスに依頼し、その算定結果を

参考として、当事会社間で慎重に協議を重ね上記の通り決定いたしました。

 　　３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

　　　　　大和証券ＳＭＢＣ株式会社は、当社、株式会社真電の両社に対しては市場株価法、DCF（ディ

スカウンテッド・キャッシュ・フロー）法による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して

合併比率を算定しました。

　　　　　また、当社は、株式会社ＧＭＤコーポレートファイナンスが、当社、株式会社真電の両社に

対しては市場株価方式、DCF（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）方式および修正純

資産方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定した旨、株式会社

真電に確認しております。
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　　 ４．合併により発行する新株式数等

　　　　　当社は、合併に際し新たに発行する普通株式及び、現在当社が保有している自己株式を株式

会社真電の株主に割り当てる予定であります。現段階では、当社の自己株式数が確定してい

ないため、上記新株式数について未定であります。

　　　(４)株式会社真電の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　　　　　株式会社真電には、新株予約権及び新株予約権付社債は存在しません。

　　　(５)会計処理の概要

　　　　　企業会計上は取得に該当しますが、現段階では営業権計上金額及び償却年数は未定でありま

す。

　　　　　確定次第お知らせいたします

３．合併当事会社の概要（平成18年3月31日現在）

 （１）商号

 
株式会社ノジマ（合併会社） 株式会社真電（被合併会社）

 （２）主な事業内容

 

パソコン・ＡＶ関連用品・家庭用

電気製品・通信関連機器の販売 

パソコン・ＡＶ関連用品・家庭用

電気製品・通信関連機器の販売  

 （３）設立年月日

 
昭和３７年４月２８日 昭和５０年８月２１日 

 （４）本店所在地

 
神奈川県相模原市横山１丁目１番１号 新潟県新潟市万代二丁目３番１６号 

 （５）代表者

 
執行役会長　野島　廣司 取締役社長　真柄　準一

 （６）資本金の額

　　　（平成18年9月30日現在）

 

２，４３０百万円 １，３００百万円 

 （７）発行株式総数

　　　（平成18年9月30日現在）

 

１５，８４６，４９６株 １１，４１７，６５０株 

 （８）純資産

 
１０，０２０百万円 １１，５１１百万円 

 （９）総資産

 
３４，７４６百万円 １２，８４７百万円 

 （10）事業年度の末日

 
３月３１日 ３月３１日 

 （11）従業員数

 
５１５人 ２２９人 

 （12）主要取引先

 
一般顧客、大手家電メーカー 一般顧客、大手家電メーカー  

 （13）大株主及び持株比率

 

野島　廣司　　　　12.5％

野島　隆久　　　　12.2％

野島　絹代　　　　12.0％

ラオックス　　　　17.6％

真柄　準一　　　　17.0％

(財)真柄福祉財団　14.0％

 （14）主要取引銀行

 

三菱東京ＵＦＪ銀行

横浜銀行

みずほ銀行 

第四銀行 

 

 （15）当事会社の関係

 

 資本関係 該当ありません 

 人的関係 該当ありません 

 取引関係 該当ありません 
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４. 最近３決算期間の業績（単位：百万円）

 株式会社ノジマ（合併会社） 株式会社真電（被合併会社）

決算期  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

 売上高 81,167 85,179 95,342 9,833 10,188 9,319

 営業利益 163 1,703 1,716 △248 △188 △609

 経常利益 745 2,293 2,338 65 68 △199

 当期純利益 249 857 1,298 53 51 △500

１株当たり当期純

利益(円） 
36.44 60.95 89.71 4.80 4.64 △45.43

１株当たり配当金

（円）  
15.0 10.0 11.0 6.0 6.0 5.0

１株当たり純

資産（円）   
914.66 503.29 636.18 1,088.83 1,086.59 1,045.42

（注）ノジマは、平成16年8月20日付で1株を2株に株式分割を実施しております。

 

５．合併後の状況

　　(１)　商号　　株式会社　ノジマ

　　(２)　主な事業内容　　デジタルAV家電関連商品の販売、携帯電話の販売、その他これに付随する

サービスの受付

　　(３)　本店所在地　　神奈川県　横浜市

　　(４)　代表者　　野島　廣司

　　(５)　資本金の額　　合併により発行する新株式数が未定であり、今後確定次第お知らせいたしま

す。

　　(６)　総資産　　合併により発行する新株式数が未定であり、今後確定次第お知らせいたします。

　　(７)　事業年度の末日 　 ３月３１日

　　(８)　業績に与える影響    現在策定中であり、明らかになり次第速やかにお知らせいたします。

 

前事業年度

該当事項はありません。
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