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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                     （記載金額は百万円未満を切捨表示） 

 
  

 

 
(2) 財政状態 

 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

   
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） 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）△52円49銭 

3. 配当状況 

 
  ※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、上記予想に関する事項は添付資料
の８ページをご参照ください。  

平成１９年３月期 中間決算短信(非連結)

 
 

上場会社名 株式会社すみや 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
コード番号 ９９３９ 本社所在都道府県 静岡県

(URL http://www.sumiya.co.jp)

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 根上 壽雄
問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 山田 邦英

TEL (０５４)２５４－２３３１  

決算取締役会開催日 平成１８年１１月２１日 配当支払開始日 平成 ─年 ─月 ─日

単元株制度採用の有無 有(１単元 １,０００株)

親会社等の名称 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 親会社等における当社の議決権所有比率 69.02％

（非上場）

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 9,445 (△18.9) △303 ( ─ ) △349 （ ─ ） 

１７年９月中間期 11,646 (△6.2) △ 40 ( ─ ) △4 ( ─ )

１８年３月 期 23,888 59 14

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 △762 ( ─ ) △67 04 ─

１７年９月中間期 △ 2,702 ( ─ ) △ 341 78 ─

１８年３月 期 △ 4,567 △ 577 73 ─

(注) ① 持分法投資損益 18年9月中間期  ─百万円 17年9月中間期 ─百万円 18年3月期 ─百万円
② 期中平均株式数 18年9月中間期 11,375,080株 17年9月中間期 7,906,943株 18年3月期 7,905,674株
③ 会計処理の方法の変更 有
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、対前年中間期増減率

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 8,962 274 3.1 17 18

１７年９月中間期 13,105 390 3.0 49 45

１８年３月 期 10,468 △ 1,446 △ 13.8 △ 183 00

(注) ① 期末発行済株式数 18年9月中間期 16,002,615株 17年9月中間期 7,906,134株 18年3月期 7,903,445株
② 期末自己株式数 18年9月中間期 838,459株 17年9月中間期 831,583株 18年3月期 834,272株

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 △286 485 93 670

１７年９月中間期 215 △ 30 278 770

１８年３月期 521 48 △ 497 378

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通期 19,500 △ 380 △ 840

  ・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

１８年３月期 ─ ─ ─

１９年３月期(実績) ─ ―
─

１９年３月期(予想) ― ─
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 決算のご報告に先立ちまして、既にお知らせしております不適切な会計処理の発覚により、株主の皆様を

はじめ関係する皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。 

 平成18年11月17日付でお知らせしましたとおり、発覚後は現経営陣が中心となって調査に当たり、発生経

緯・原因、並びに修正すべき会計年度及びその金額について確認を行い、過年度の決算について必要な訂正

をさせて頂きました。 

 本件は既に全員が退任している旧経営陣によるものではありますが、当時の当社の社内体制に不備があっ

たことも事実であります。当社といたしましては、二度とこのような事態が発生しないよう、調査委員会

（委員長：代表取締役社長）により、財務報告の適切性に係る内部統制およびコンプライアンスの徹底に向

けた再発防止策および社内管理体制の強化策について現在鋭意策定中であり、皆様の信頼の回復に努めてま

いります。 

 本件により、過年度の決算について訂正を行いましたが、これを契機として、今後、より経営の透明性や

意識改革を進め、再生のスピードを速めてまいる所存であります。 

  

  

1. 企業集団の状況 

当社は、ＣＤ・ＤＶＤ・書籍等の販売及びレンタルを主要な事業とし、それらに関連する商品・サー

ビスを含め、音楽・映像を中心としたエンターテインメント情報をお客様にご提供する店舗を展開して

おります。 

 

(注) １．平成１８年７月１４日の第三者割当による払い込みの実施により、当社の親会社且つ筆頭株主は株式会社Ｔ

ＳＵＴＡＹＡとなり、あわせてその株式会社ＴＳＵＴＡＹＡの株式１００％を保有するカルチュア・コンビ

ニエンス・クラブ株式会社も、当社の親会社となっております。 

２．すみや不動産株式会社は、平成１８年７月１４日付けで保有する全株式を当社に無償譲渡したことにより、

当社の親会社等且つ筆頭株主に該当しなくなっております。 

 - 2 - 



2. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

①企業理念 

当社は、『お客様に「音」と「光」と「うるおい」に充ちた生活空間を提案し、「素敵なインドアラ

イフ」実現のためのお手伝いをすることにより、地域文化の発展に寄与する』ことを企業理念としてお

ります。この理念をわかりやすく外部に発信するために、「インドア・リゾート（Indoor Resort）」

という企業スローガンを掲げております。これに、今回、資本・業務提携を締結いたしました株式会社

ＴＳＵＴＡＹＡ（以下、ＴＳＵＴＡＹＡという）の掲げる「生活提案」の理念を組み合わせ、今後はお

客様へのサービス・イノベーションの実現を目指してまいります。 

  

②経営方針 

『音楽・映像を楽しむ生活を総合的にサポートする「総合的音楽生活提案企業」』を基本コンセプト

に掲げ、「時代に流されずに時代をとらえる」という創業の精神を受け継ぎながら、今後はＴＳＵＴＡ

ＹＡのノウハウを積極的に導入し、情報・通信の技術革新が進行する新しい時代の小売業のあるべき姿

を探求することにより、お客様の生活・余暇・ビジネスシーンにお役に立てる企業として、さらなる飛

躍をめざしてまいります。 

  

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

配当政策といたしましては、「当面の事業展開における収益の見通しや財務体質の強化等を総合的に

考慮しながら、適正な内部留保との調和をはかりつつ株主の皆様に安定的に利益を還元する」ことを基

本としております。 

  

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引き下げについては、昨今の投資環境を鑑み、株主数の増加及び株式の流動性向上を目指

しつつ、費用対効果も考慮しながら検討してまいりたいと考えております。なお、会社法への移行に伴

う、配当に関する回数制限の撤廃による特段の変更は予定しておりません。 

  

(4) 目標とする経営指標 

株主の視点から見た収益性を重視する観点から「株主資本当期純利益率（ROE）」を重視し、常に収

益の改善に努め、コスト削減意識をもって企業経営に取り組んでまいります。 

  

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの資本・業務提携を行い、新たな経営体制のもと平成18年９月８

日にお知らせいたしました「中期事業計画」を策定いたしました。今後はこの計画にのっとり、「東海

エリアのエンターテインメントストア ＮＯ．１企業を目指す」という中期ビジョンのもと、収益力の

向上に努めてまいります。 

 具体的には、「アイテム構成の見直し」「ドミナントの再編成」「次世代すみや店舗の創造」の３つ

の方針を柱としております。 

 「アイテム構成の見直し」については、現状５６店舗ある既存のＣＤ・ＤＶＤセル（販売）売場に、

順次レンタルや書籍などのアイテムを導入してまいります。これにより、ＣＤ・ＤＶＤセルは、当社独

自のノウハウとＴＳＵＴＡＹＡのシステムを融合することで、地域Ｎｏ．１の売り上げ・シェアを維持

すること、書籍販売は、ＴＳＵＴＡＹＡとの流通統合により商品力を強化し、集客力アップのキーアイ

テムとすること、レンタルについてはＴＳＵＴＡＹＡレンタルの導入により収益改善のメインアイテム
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とすることとそれぞれの位置づけを明確にし、現状のアイテム構成の見直しを進め、利益率の改善に

よる収益力の向上を目指してまいります。 

 「ドミナントの再編成」については、現在の愛知県から栃木県という出店エリアを見直し、特に地盤

である静岡県を中心とした東海エリアでドミナント化を進めてまいります。関東エリアの不採算店につ

いては、閉店・譲渡等により整理し、人員・資産等の経営資源を東海エリアに集中させてまいります。

 「次世代すみや店舗の創造」については、当社の強みである品揃えノウハウなどに、ＴＳＵＴＡＹＡ

の強みである生活提案型店作り・カード戦略などを組み合わせ、２年から３年後を目処に複合型の大型

店の出店を計画しております。これら店舗では、ＴＳＵＴＡＹＡの次世代店舗の標準値を目標としつ

つ、セル販売ではそれを上回る高い目標を掲げ、すみやのオリジナリティをもった次世代店舗を標榜し

てまいります。 

 以上の方針とあわせて経営の効率化を推進し、収益の最大化に努めてまいります。 

  

(6) 会社の対処すべき課題 

前述の「中期経営計画」の遂行を最優先課題と捉え、具体的な諸施策に取り組んでまいります。 

 当期・来期については再建期と捉え、「アイテム構成の見直し」「ドミナントの再編成」を進めるた

め、既存店舗の改装・閉店・譲渡を積極的に推進し、その後の成長期における「次世代すみや店舗の創

造」に向けて、経営地盤の確立に注力してまいります。また、ＴＳＵＴＡＹＡとの連携を強化し、提携

の効果を最大化するため、本年７月より「店舗改装」「システム」「ＭＤ」「物流」「カード」など両

社横断でのプロジェクトチームを複数立ち上げており、それぞれ課題の抽出・その対応策の検討・実施

などに取り組んでまいります。 

  

(7) 親会社等に関する事項 

①親会社の商号等 

 
（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数表示。 

  

②親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由 

商号・・・株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 

 理由・・・当社は、同社がＦＣ事業で培ったサービス全般におけるノウハウの提供を受けて事   

      業を展開することに加え、同社が当社の筆頭株主であるため。 

  

③親会社の企業グループにおける当社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 

ⅰ) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置づけ、親会社等やそのグループ企業との取引関係や

人的・資本的関係 

当社の親会社である株式会社ＴＳＵＴＡＹＡは、エンタテインメントソフトのレンタル・販売・

リサイクルを行っているＴＳＵＴＡＹＡを全国でフランチャイズ展開しており、当社はこのＦＣに

加盟し、サービス全般についてのノウハウの提供を受け、従来持つ音楽映像ソフトの販売手法に加

えることで、より独自性が高く高付加価値なエンタテインメント全般の商品・情報・サービスをお

客様にご提供しております。なお、同社は当社株式69.02％を保有する、筆頭株主であります。 

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

カルチュア・コンビニエ
ンス・クラブ株式会社

親会社
69.02
（69.02）

東京証券取引所 第一部

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 親会社 69.02 非上場
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親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、グループ全体の持ち株会社であ

り、当社株式69.02％を間接保有しており、グループ内でカードサービス等の取引関係がありま

す。 

 提携関係をより強固にすることを目的に、親会社から代表取締役を含め３名の役員が当社に転

籍、その他３名が当社役員を兼任、２名が当社監査役を兼任、執行役員１名の出向を受け入れてお

ります。また、人材交流・ノウハウの蓄積を目的として、営業部門を中心に当社から１１名が親会

社に出向しております。 

ⅱ） 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその

グループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

当社は、親会社のＦＣに加盟し、サービス全般についてのノウハウの提供や、商品調達機能、店

舗展開、システム開発などにおいて協力関係を築くことで、高付加価値サービスの提供が可能にな

り、競争力が各段に高まると考えております。 

 このような中、親会社は、当社の議決権の69.02％を保有しており、株主として当社の経営方針

に影響を及ぼし得る状況にありますが、当社の独立性を尊重する旨、方針を確認しており、実際に

当社の経営方針に多大な問題を与えるような事象は認識しておりません。また、当社の取締役６名

のうち親会社との役職を兼務する者が３名おりますが、常勤役員３名は当社の専任であり、取締役

会は独自の経営判断を行うことができる状況にあると考えております 

ⅲ） 親会社等の事業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引

関係や、人的・資本的関係などの面から受ける、経営・事業活動への影響等がある中における、親会

社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社は経営・事業活動を行ううえで親会社からの独立性を保ち、親会社とは公正な取引関係を築

くことを基本方針としております。 

 上記の項目①・②に記載のとおり、ある程度の影響は認識しておりますが、経営における意思決

定は取締役会であり、事業上の方針、課題に係る判断などに関して当社が独自に判断しうる状況に

あると考えており、上場会社として、この基本原則に則った企業運営を行うことで、一定の独立性

が確保されていると考えております。 

 今後は、経営の独立性をより一層高める観点から、コーポレート・ガバナンス体制の充実などを

検討してまいります。 

ⅳ）親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社は、親会社との緊密な協力関係を保ちながら事業展開をする方針であり、この業務提携によ

り高付加価値サービスの提供が可能になり、競争力が各段に高まると考えておりますが、前述のと

おり、親会社との取引状況・人的関係の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定

の独立性を確保しているものと認識しております。 
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（注）当社の取締役６名、監査役４名の内、親会社との兼任役員は当該３名のみである。 

  

 
（注）平成１８年９月現在の当社の従業員は682名である。 

  

④親会社との取引に関する事項 

 
(注) １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．議決権等の被所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数表示。 

  

(8) 内部管理体制の整備運用状況 

当該事項は、別途「コーポレートガバナンスに関する報告書」に記載しております。 

  

(9) その他、会社の経営上の重要な事項 

①株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの資本・業務提携 

当社は、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの間で、平成18年５月15日に資本・業務契約を締結いたしまし

た。業務提携としては、同社のＦＣに加盟することで、幅広いノウハウの提供を受け、当社の既存事業

に付加することで、さらなる顧客サービスの拡充を図ってまいります。資本提携としては、第三者割当

による新株式11,000,000株を発行し、平成18年７月14日をもって払込が予定どおり完了しております。

これにより、同社は当社の親会社及び筆頭株主となっております。 

 また、上記第三者割当による新株式の発行に加え、資本金及び資本準備金及びその他資本剰余金の額

役員 氏名
出向元の親会社等又は
そのグループ企業での役職

就任理由

取締役 
（非常勤）

日下 孝明
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株
式会社取締役副社長 兼株式会社ＴＳＵ
ＴＡＹＡ代表取締役副社長

当社事業に精通している為 
親会社との連携を強化する為

取締役 
（非常勤）

木村 元昭 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ取締役
当社事業に精通している為 
親会社との連携を強化する為

監査役 
（非常勤）

谷田 昌広

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株
式会社取締役 兼執行役員 兼管理本部
本部長 兼管理本部財務担当オフィサー 
兼株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ取締役

財務面での経験が豊富なため 
管理監督機能を強化するため

部署名 人数 出向元の親会社等又はそのグループ名 出向者受入れ理由

財務グループ １名 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 財務関係での経験豊富なため

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引の
内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

親会
社

株式会社 
TSUTAYA

大阪府 
大阪市 
北区

5,000

DVD・CD書籍・雑
誌、GAMEのレンタ
ル&販売店

「TSUTAYA」を全
国に展開するフラ
ンチャイズ本部を

運営。

69.02 兼任3人
出向1人

FC加盟契
約を締結

FC加盟
契約

45,120
長期 
前払 
費用

44,152

金銭消
費貸借
契約

1,000,000
短期 
借入金

─

親会
社

カルチュ
ア・コン
ビニエン
ス・クラ
ブ株式会
社

大阪府 
大阪市 
北区

11,684

TSUTAYA(店舗)、
TSUTAYAonline(イ
ンターネット)、T
カード(会員証)と
いう三つのプラッ
トフォームを通じ
た、ライフスタイ
ル提案する企業集
団の純粋持株会

社。

69.02
(69.02)

兼任2人 ─
金銭消
費貸借
契約

1,000,000
短期借
入金

1,000,000
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の減少、当社株式の無償取得及び消却、楽器事業等の事業譲渡、代表取締役及び取締役の異動につい

ての各議案が、平成18年６月29日開催の定時株主総会でのご承認を受けて実施されております。 

  

3. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

（当期の概況） 

 当期における我が国の経済情勢は、堅調な企業業績による設備投資の増加などを背景に、景気回復の

兆しが見えてきているものの、原油価格の高騰や、不安定な世界情勢の動向等、不確定要因もあり、先

行きの不透明感が払拭できない状況が続きました。 

 小売業界におきましては、景気拡大が家計に与える影響はさほど大きくなく、一方では業種を超えた

企業間競争が一層激化するなど、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 このような情勢のなか、当社は平成18年５月15日に株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの資本・業務提携契約

を締結し、７月以降はその提携効果創出に向けてのプロジェクト活動の推進などに取り組んでまいりま

した。また、９月には新たな中期事業計画を策定し、今後は収益力の改善に向けてアイテム構成の見直

し、店舗改装など推進してまいります。 

 店舗の出退店につきましては、新店舗１店舗の出店、資本・業務提携において楽器・音楽教室等事業

及びＡＶリビング販売事業を譲渡したため５店舗が減少し、店舗数は期初の６０店舗から中間期末は５

６店舗となりました。 

 売上高につきましては、第１四半期の売上不振の影響が大きく、９４億４５百万円（前年同期比１

８．９％減）、売上総利益につきましては、売上高の減少に伴い２６億２９百万円（同１５．９％減）

となりました。販売費及び一般管理費につきましては、積極的な販促活動を行いつつも、経費削減の諸

施策を継続的に実施した結果、２９億３３百万円（同７．５％減）となりました。なお、楽器・音楽教

室部門、ＡＶ機器・リビング部門を事業譲渡したため、譲渡日である平成18年６月30日以降（７月１日

から９月30日）の売上高・売上総利益高は、音楽映像ソフト・書籍部門のみであり、これに伴い前年同

期比ベースでは大幅に減少しております。 

 この結果、営業損失は前年同期に比べ２億６２百万円増加し３億３百万円、経常損失は前年同期に比

べ３億４５百万円増加し、３億４９百万円となりました。 

 中間純損失は、当中間期において、今後の成長期に向けて店舗の改装・閉店を進めるための引当金を

計上したことなどにより、７億６２百万円となりました。 

  

次に、主要部門の営業成績につきましてご報告いたします。 

「音楽映像ソフト・書籍部門」  売上高８０億６０百万円（前年同期比１５．５％減） 

ＣＤソフトは、ベース商品に関しては、品揃えの強化に注力し、第１四半期以降改善の兆し見られます

が、前年に比して発売タイトル数が減少したことなどにより、売上高は前年を下回り、前年同期比１

４．０％の減収（純既存店前年同期比１３．３％の減収）となりました。ＤＶＤソフトは、市況の推移

自体が予想を大幅に下回り、当社においてもその影響が大きく、前年同期比２４．７％の減収（同２

４．３％の減収）となりました。ゲームソフトは任天堂のゲーム端末の売上好調を受け、前年同期比１

３．８％の増収（同１４．１％の増収）となりました。以上の結果、音楽映像ソフト部門の売上は前年

同期比１５．８％の減収（同１５．２％の減収）となりました。 

 なお、書籍部門は前年同期比１１．２％の減収、レンタル部門は、前年同期比２０．６％の減収とな
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りました。 

  

「楽器・音楽教室部門」    売上高７億６百万円（前年同期比 ４９．１％の減収） 

 「ＡＶ機器・リビング部門」  売上高４億５２百万円（前年同期比 ３７．６％の減収） 

楽器・音楽教室部門、ＡＶ機器・リビング部門は、平成18年６月30日をもって、すみやグッディ株式会

社へ事業譲渡したため、売上高は大幅に減少しております。なお、前年同期比は昨年上期との比較をし

た参考データであります。 

  

(2) 財政状態 

当中間期は、閉店損失引当金を主とした特別損失を計上したことにより、総資産は前期末比１５億５

百万円減少し、８９億６２百万円となり、また、負債総額は前期末比３２億２７百万円減少し、８６億

８７百万円となりました。純資産は前期末比１７億２１百万円増加し、２億７４百万円となり、債務超

過の状態は解消いたしました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 中間純損失の計上などにより、前年同期比５億２百万円の収入減となり、２億８６百万円の純支出と

なりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 賃貸不動産の売却や敷金・保証金の返還などによる収入があり、前年同期比５億１５百万円の収入増

の４億８５百万円の純収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 新株発行による収入などがありましたが、短期借入金の返済などがあり、前年同期比１億８４百万円

の支出増となり、９３百万円の純収入となりました。 

なお、当期のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りです。 

 
（注）各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

 自己資本比率＝自己資本÷総資産 

 時価ベースの株主資本比率＝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 

キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に記載されており

ます負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。利払いについては、キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュフローを年額にす

るため２倍にしております。 

  

(3）通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、下期の売上は季節要因として、上期に比して増加する傾向にあります

が、主力商品である音楽・映像ソフト業界の市況は当面厳しいと見込んでおり、引き続き厳しい状況が

続くものと思われます。 

平成１７年３月期 平成１８年３月期 平成１９年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率 １７．９％ ２０．１％ ２．９８％ ─ ３．１％

時価ベースの 
株主資本比率

７．７％ ７．８％ １４．０％ １５．３％ ３７．３％

債務償還年数 ３３．２１ １７．１６ ２１．４６ １６．３ ─

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

１．８４ １．７５ １．４５ １．７５ ─
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 当社といたしましては、「アイテム構成の見直し」「ドミナントの再編成」「次世代すみや店舗の

創造」の３つの方針を柱とした「中期事業計画」にのっとり、各諸施策を推進し、収益力の向上に努め

てまいります。 

 本資料発表時点では、計画通り既存店舗の改装に着手しており、改装の１号店であり１１月２日にリ

ニューアルオープンいたしました「ＴＳＵＴＡＹＡすみや藤枝瀬戸新屋店」につきましては、目標を大

きく上回る成果をあげており、同店で得たノウハウをもとに、今後の改装を進めてまいります。 

 通期の業績につきましては、平成18年９月８日にお知らせしましたとおり、売上高１９５億円、経常

損失３億８０百万円、当期純損失は８億４０百万円となる見込みであります。 

  

  

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績及び財政状態は、今後起こり得る様々な要因により大きな影響を受ける可能性があり

ます。以下には当社の事業展開においてリスク要因となる可能性がある主な事項を掲載しております。

当社はこれらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び対応に努める方針であります。 

なお、本項目の記載には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は中間決算短信発表日現在

に入手可能な情報から得られた当社の判断、予想に基づくものであります。 

①財政状態及び経営成績について 

当社は、本年７月の第三者割当増資の払込の完了により、債務超過の状態は解消し、加えて有利子負

債の削減等を進めておりますが、依然として資金残高に比して短期借入金が多額な状態であります。ま

た、過去の大幅な損失の計上により、当期においても株主資本が大幅に毀損しており、当中間期におい

ては、今後の成長路線への転換に向けて、店舗改装・撤退に向けて閉店損失引当金の計上等を行い、こ

れにより７億６２百万円の中間純損失を計上しております。当該状況により１９ページに記載のとお

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの提携効果の最大化を図り、このような状況を改善するため、３ペ

ージ「(5)中長期的な会社の経営戦略」に記載のとおり、「中期事業計画」を策定し、今後は、「東海

エリアのエンターテインメントストアＮｏ．１企業を目指す」というビジョンに基づき、成長路線への

転換を図ってまいります。 

 財務体質に関しましては、第三者割当増資の実施により着実に改善されつつあり、上記の計画を確実

に実行し収益構造の変革をはかることで、体質強化を推進してまいります。 

②フランチャイズ契約について 

当社は音楽・映像ソフトのレンタル・販売、書籍の販売事業に関して、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとフ

ランチャイズ契約を締結しております。 

 同契約の中では競業禁止条項等が定められております。 

 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとのフランチャイズ契約は当社事業において重要性が高く、同社との提携を

より強固なものにすべく、資本提携や人材交流などを行っておりますが、万一、同社の業務あるいは同

社と当社との関係が通常どおり機能しなくなった場合には、当社の業務に影響を及ぼす可能性がござい

ます。 

③法的規制について 

ａ．出店等に関する規制について 

当社は、1,000㎡を超える新規出店及び増床については「大規模小売店舗立地法」の規制を受ける

ため、同法に該当する出店等の計画にあたっては、準備期間の長期化や出店コストの上昇等が発生
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し、その結果、当社の経営成績に影響を与える可能性がございます。 

ｂ．レンタル事業における著作権について 

当社のレンタル業務において、ＤＶＤ・ビデオレンタルは著作権法の頒布権に関する規定を、ＣＤ

のレンタル業務は著作権法の貸与権に関する規定の適用を受けております。今後、著作権料の高騰が

起きた場合は、当社の経営成績に影響を与える可能性がございます。 

ｃ．個人情報保護法について 

当社は個人情報の保護に関する法律により定められた「個人情報取扱事業者」に該当しておりま

す。そのため、「個人情報管理規程」などの社内規程を定め、社内管理制度・体制を整備するととも

に、社員教育を徹底し法令遵守への意識を高め、個人情報を始めとした情報漏洩することがないよう

に取り扱いには充分に注意しております。 

 しかしながら、万一、当社の保有する個人情報等の漏洩が発生した場合は損害賠償請求による訴訟

の発生や社会的な信用失墜など経営成績に影響を与える可能性が考えられます。 

ｄ．再販売価格維持制度について 

当社の主力商品である音楽ＣＤ等及び書籍は、メーカーが卸・小売販売価格を制定し、これを販売

者に遵守させる再販売価格維持制度の対象となっております。現在、時限販売（発売後一定期間を経

過したものは小売業者が自由な価格で販売できる）など、一部で再販売価格維持制度の弾力的運用が

行われており、今後、同制度の緩和や廃止がなされた場合、異業種を含めた価格競争が生じる可能性

があり、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

ｅ．青少年健全育成に関する条例について 

 当社は、成人向け商品のレンタル及び販売に関し、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関す

る条例」及び各自治体における同様の条例等を遵守しており、成人向けレンタル及び販売スペースを

他スペースと区切り、１８歳未満の方の入場を禁止する旨を当該スペースの入り口に掲示するなどの

配慮を行っております。万一、これら条例に違反する事件等が発生した場合は、当社の経営成績に影

響を与える可能性があります。 

④災害等による影響について 

当社は自然災害の発生などを想定し、独自の災害対策社内マニュアルを作成し、お客様・従業員・会

社資産への被害を最小限にとどめるべく社内体制を整備し、事前に取りうる対策を講じておりますが、

当社の営業地域は静岡県を中心に、東海・関東地区に点在しており、当該地域で大規模な自然災害、特

に予想される東海地震等が発生した場合その影響を受けることが考えられます。 
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4. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

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 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 770,094 670,923 378,891

 ２ 売掛金 ※２ 382,611 216,886 366,018

 ３ たな卸資産 5,561,083 3,577,196 4,156,898

 ４ その他 496,891 363,230 535,063

   貸倒引当金 △ 702 △ 448 △ 796

   流動資産合計 7,209,978 55.1 4,827,789 53.9 5,436,075 51.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

 (1) 建物 ※１ 590,541 303,587 376,180

 (2) 土地 ※２ 737,488 391,684 436,158

 (3) その他 ※１ 353,999 230,889 289,504

   有形固定資産合計 1,682,028 12.8 926,161 10.3 1,101,844 10.5

 ２ 無形固定資産 113,511 0.9 50,575 0.6 77,453 0.7

 ３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 ※２ 386,506 410,303 426,443

 (2) 敷金保証金 ※２ 2,829,503 2,333,075 2,587,588

 (3)  その他 ※１,2 877,683 411,099 832,442

    投資その他の資産合計 4,093,693 31.2 3,154,479 35.2 3,846,475 36.8

   固定資産合計 5,889,233 44.9 4,131,216 46.1 5,025,772 48.0

Ⅲ 繰延資産

 １ 社債発行費 6,166 3,083 6,166

   繰延資産合計 6,166 0.0 3,083 0.0 6,166 0.1

   資産合計 13,105,378 100.0 8,962,089 100.0 10,468,015 100.0
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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)

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 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 10,322 14,612 7,099

 ２ 買掛金 1,282,014 1,128,977 1,242,036

 ３ 短期借入金 ※２ 7,480,000 4,560,600 6,813,600

 ４ 一年以内 

   償還予定社債
100,000 100,000 100,000

 ５ 一年以内返済予定 

   長期借入金
※２ 447,796 309,008 477,396

 ６ 未払法人税等 29,111 24,229 40,354

 ７ 賞与引当金 136,269 83,340 101,345

 ８ ポイント引当金 241,950 238,526 256,772

 ９ 閉店損失引当金 ─ 347,855 ─

 10 その他 ※３ 646,783 412,514 636,275

    流動負債合計 10,374,248 79.2 7,219,664 80.5 9,674,880 92.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 350,000 250,000 300,000

 ２ 長期借入金 ※２ 881,475 274,850 792,977

 ３ 繰越税金負債 35,759 42,472 48,308

 ４ 退職給付引当金 773,229 641,473 802,533

 ５ 役員退職給与 

   引当金
86,657 1,380 92,764

 ６ 閉店損失引当金 ─ 80,958 ─

 ７ その他 213,073 176,292 202,864

   固定負債合計 2,340,195 17.8 1,467,428 16.4 2,239,447 21.4

   負債合計 12,714,443 97.0 8,687,092 96.9 11,914,327 113.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,917,769 14.6 ─ ─ 1,917,769 18.3

Ⅱ 資本剰余金

 (1) 資本準備金 479,442 ─ 479,442

 (2) その他資本剰余金 500,105 ─ 500,105

   資本剰余金合計 979,547 7.4 ─ 979,547 9.4

Ⅲ 利益剰余金

   中間（当期） 

   未処理損失
2,488,481 ─ △ 4,353,421

   利益剰余金合計 △ 2,488,481 △ 18.9 ─ ─ △ 4,353,421 △ 41.6

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金
91,970 0.7 ─ ─ 120,211 1.2

Ⅴ 自己株式 △ 109,870 △ 0.8 ─ ─ △ 110,419 △ 1.1

   資本合計 390,935 3.0 ─ ─ △ 1,446,312 △ 13.8

   負債資本合計 13,105,378 100.0 ─ ─ 10,468,015 100.0
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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)

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

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 747,500 8.3 ― ―

 ２ 資本剰余金

 (1)資本準備金 ─ 747,500 ─

   資本剰余金合計 ─ ─ 747,500 8.3 ─ ─

 ３ 利益剰余金

  (1)その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ─ △ 1,302,714 ─

   利益剰余金合計 ─ ─ △ 1,302,714 △14.5 ─ ─

 ４ 自己株式 ― ― △ 27,392 △0.2 ― ―

   株主資本合計 ― ― 164,892 1.9 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
― ― 110,104 1.2 ― ―

   評価・換算差額等 

   合計
― ― 110,104 1.2 ― ―

   純資産合計 ― ― 274,996 3.1 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 8,962,089 100.0 ― ―
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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

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 11,646,748 100.0 9,445,743 100.0 23,888,946 100.0

Ⅱ 売上原価 8,518,380 73.1 6,816,306 72.2 17,611,900 73.7

   売上総利益 3,128,368 26.9 2,629,436 27.8 6,277,046 26.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,169,267 27.2 2,933,050 31.0 6,217,381 26.0

   営業利益 59,664 0.3

   営業損失 40,899 △0.3 303,614 △3.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 351,782 3.0 249,642 2.6 583,585 2.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 315,288 2.7 295,675 3.1 629,084 2.6

   経常利益 14,166 0.1

   経常損失 4,405 △0.0 349,647 △ 3.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 29 0.0 129,246 1.4 1,642 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 2,685,376 23.1 527,594 5.6 4,558,155 19.1

   税引前中間純損失 2,689,752 △23.1 747,996 △7.9

   税引前当期純損失 4,542,346 △ 19.0
   法人税、住民税 

   及び事業税 12,652 0.1 14,611 0.2 24,998 0.1

   中間純損失 2,702,404 △23.2 762,607 △8.1

   当期純損失 4,567,345 △ 19.1

   前期繰越利益 213,923 ─ 213,923

   中間未処理損失 2,488,481 ─

   当期未処理損失 4,353,421
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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

自己株式 株主資本合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他 

資本剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 1,917,769 479,442 500,105 △ 4,353,421 △ 110,419 △ 1,566,523

当中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,247,500 1,247,500 2,495,000

 中間純損失 △ 762,607 △ 762,607

 資本金の額の減少 △ 2,417,769 2,417,769 ─ 

 資本準備金の額の減少 △ 979,442 979,442 ─

 その他資本剰余金の取り崩し △ 500,105 500,105 ─

 自己株式の取得 △ 975 △ 975

 自己株式の消却 △ 84,002 84,002 ─

当中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
△ 1,170,269 268,057 △ 500,105 3,050,707 83,026 1,731,416

平成18年９月30日残高（千円） 747,500 747,500 ─ △ 1,302,714 △ 27,392 164,892

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

平成18年3月31日残高（千円） 120,211 △ 1,446,312

当中間会計期間中の変動額

 新株の発行 2,495,000

 中間純損失 △ 762,607

 自己株式の取得 △ 975

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△ 10,107 △ 10,107

当中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
△ 10,107 1,721,309

平成18年9月30日残高（千円） 110,104 274,996
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

 

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
(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 税引前中間(当期)純損失(△) △2,689,752 △ 747,996 △ 4,542,346

２ 減価償却費 121,806 93,412 257,152

３ 減損損失 2,471,006 34,660 3,045,110

４ 閉店損失引当金の増加額 ─ 428,813 ─

５ 賞与引当金増加額 
  (△減少額)

103,769 △ 18,005 68,845

６ 貸倒引当金の増加額 
  (△減少額)

△29 △ 348 65

７ 役員退職給与引当金増加額
  (△減少額)

5,396 △ 91,383 55,892

８ 退職給付引当金増加額 
  (△減少額)

26,588 △ 2,469 11,502

９ ポイント引当金の増加額 
  (△減少額)

△2,332 △ 18,245 12,489

10 受取利息及び配当金 △2,253 △ 2,433 △ 5,860

11 支払利息 149,238 111,911 297,944

12 投資有価証券売却益 ― ─ △ 305

13 商品評価損 ― ─ 1,092,215

14 投資有価証券評価損 ― 196 234

15 固定資産売却益 ― △ 21,977 △ 1,336

16 固定資産除却損 7,132 21,839 57,747

17 売上債権の減少額 
  (△増加額)

23,556 75,052 36,479

18 たな卸資産の減少額 
  (△増加額)

120,090 72,242 432,060

19 仕入債務の増加額 
  (△減少額)

△124,815 49,962 △ 168,016

20 その他 182,599 △ 151,279 204,330

 小計 392,001 △ 166,047 854,204

21 利息及び配当金の受取額 2,253 2,433 5,860

22 利息の支払額 △153,104 △ 97,689 △ 299,430

23 法人税等の支払額 △25,421 △ 25,649 △ 39,319

 営業活動による 
 キャッシュ・フロー

215,729 △ 286,952 521,314
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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)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー

１ 有形固定資産の取得による
  支出

△102,986 △ 20,357 △ 205,981

２ 有形固定資産の売却による
  収入

― 48,050 30,000

３ 賃貸不動産の売却による 
  収入

― 335,000 ―

４ 無形固定資産の取得による
  支出

△3,343 △ 1,975 △ 10,189

５ 投資有価証券の取得による
  支出

△298 ─ △ 354

６ 投資有価証券の売却による
  収入

― ─ 979

７ 子会社株式の売却による 
  収入

─ 8,795 ─

８ 敷金保証金の差入による 
  支出

△47,162 △ 12,255 △ 62,584

９ 敷金保証金の回収による 
  収入

111,943 146,916 294,690

１０ 事業譲渡による支出 ─ △ 63,891 ─

１１ その他 11,391 45,112 2,042

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー

△30,456 485,394 48,602

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー

１ 短期借入金の増加額 
  (△減少額)

△71,400 △ 1,653,000 △ 737,800

２ 長期借入れによる収入 650,000 ─ 850,000

３ 長期借入金の返済による 
  支出

△250,098 △ 686,515 △ 508,996

４ 社債の償還による支出 △50,000 △ 50,000 △ 100,000

５ 新株発行による収入 ― 2,484,080 ―

６ 自己株式取得による支出 △349 △ 975 △ 897

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー

278,152 93,589 △ 497,693

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額)

463,425 292,032 72,223

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 306,668 378,891 306,668

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末 
  (期末)残高

770,094 670,923 378,891
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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

当中間会計期間
(自 平成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)

 当社は、過去に大幅な損失を計上

したことを主要因として、平成１６

年３月期までの３事業年度で現金及

び現金同等物が大幅に減少しており

ます。また、当中間期は短期債務か

ら長期債務への切り換えが進みつつ

あるものの、いまだ資金残高に比し

て短期借入金残高が多額となる状況

にあります。さらに、当中間期から

の「固定資産の減損会計」の導入に

伴い、一部の土地の含み損を中心に

多額の減損損失が発生し、純資産が

大幅に毀損しております。当該状況

により継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

 当社はこの様な状況を解消すべ

く、平成１６年３月期より「経営改

革プラン」を導入し、前期まで２期

連続の黒字化を達成することができ

ましたが、当社を取り巻く環境変化

に対応し、さらなる経営構造改革を

推進するため、従来の中期経営計画

を見直し、期初に新たな中期経営計

画を策定いたしました。これを「す

みやリバイバルプラン（ＳＲＰ）」

と命名し、下記に記載の諸施策を実

施しております。

①成長性のある次世代型ビジネスモ

デルの策定
・当社の経営資源と他社のノウハ
ウの組み合わせによる新たな柱
となる事業、付加していく事
業、パッケージソフト市場の縮
小にも対応可能な次世代店舗の
開発

・店舗戦略・販売戦略の地域別・
業態別見直し、各地域の 状況に
応じた事業プランの策定

②既存事業の活性化及び店舗戦略の

再構築
・権限委譲による現場活性化と営
業本部現場支援機能強化による
競合対策の強化、店頭の情報発
信力・販売力・商品提案力の強
化

・会員制組織「すみやＣＬＵＢ」
を軸とするＣＲＭ（カスタマ
ー・リレーションシップ・マネ
ジメント）活動の強化（顧客情
報の販売促進活動への活用

・音楽教室、イベント・プロモー
ト事業、楽器レンタル等利益率
の高いビジネスの育成・強化

当社は、本年７月の第三者割当増資

の払込の完了により、債務超過の状

態は解消し、加えて有利子負債の削

減等を進めておりますが、依然とし

て資金残高に比して短期借入金が多

額な状態であります。また、過去の

大幅な損失の計上により、当期にお

いても株主資本が大幅に毀損してお

り、当中間期においては、今後の成

長路線への転換に向けて、店舗改

装・撤退に向けて閉店損失引当金の

計上等を行い、これにより７億６２

百万円の中間純損失を計上しており

ます。当該状況により継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

 当社は株式会社ＴＳＵＴＡＹＡと

の提携効果の最大化を図り、このよ

うな状況を改善するため、本年９月

に「中期事業計画」を策定いたしま

した。今後は、「東海エリアのエン

ターテインメントストアＮｏ．１企

業を目指す！」というビジョンに基

づき、具体的には「アイテム構成の

見直し」「ドミナントの再編成」

「次世代すみや店舗の創造」の３つ

の方針を柱とし、成長路線への転換

を図ってまいります。 

 具体的には、「アイテム構成の見

直し」「ドミナントの再編成」「次

世代すみや店舗の創造」の３つの方

針を柱としております。 

 「アイテム構成の見直し」につい

ては、現状５６店舗ある既存のＣ

Ｄ・ＤＶＤセル（販売）売場に、順

次レンタルや書籍などのアイテムを

導入してまいります。これにより、

ＣＤ・ＤＶＤセルは、当社独自のノ

ウハウとＴＳＵＴＡＹＡのシステム

を融合することで、地域Ｎｏ．１の

売り上げ・シェアを維持すること、

書籍販売は、ＴＳＵＴＡＹＡとの流

通統合により商品力を強化し、集客

力アップのキーアイテムとするこ

と、レンタルについてはＴＳＵＴＡ

ＹＡレンタルの導入により収益改善

のメインアイテムとすることとそれ

ぞれの位置づけを明確にし、現状の

アイテム構成の見直しを進め、利益

率の改善による収益力の向上を目指

してまいります。

 当社は、過去に大幅な損失を計上

したことを主要因として、流動負債

に比して、現金及び現金同等物が過

少な状態にあります。また、当事業

年度は短期債務から長期債務への切

り換えが進みつつあるものの、いま

だ資金残高に比して短期借入金残高

が多額となる状況にあります。さら

に、当事業年度には「固定資産の減

損会計」の導入などにより多額の特

別損失が発生し、当社が抱える含み

損は減少いたしましたが、結果とし

て純資産が大幅に毀損されており、

当事業年度末において債務超過の状

態にあります。当該状況により継続

企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

 当社はこのような状況を改善すべ

く、平成17年３月期において新たな

中期経営計画「すみやリバイバルプ

ラン」を策定し、所定の成果を挙げ

てまいりましたが、改革のさらなる

スピードアップと、ビジネスモデル

の転換も含む抜本的な改善を速やか

に進めることが必要との判断に至

り、平成18年５月15日開催の当社取

締役会において、株式会社ＴＳＵＴ

ＡＹＡとの資本・業務提携を主体と

した財務体質の改善・事業再編を実

施することを決議し、平成18年６月

29日実施の株主総会での議案の承認

を受け、逐次実行に移していくこと

といたしました。 

 コア事業である音楽・映像ソフト

販売につきましては、当社の独自性

を活かしつつ、株式会社ＴＳＵＴＡ

ＹＡのもつ幅広いノウハウの提供を

受けると共に、この提携により日本

最大の音楽・映像ソフト販売網を構

築することとなり、より魅力的な売

り場づくり・顧客価値向上が可能に

なると考えております。また、コア

事業への集中を図るため、楽器販売

事業、音楽教室事業、ＡＶ機器販売

事業及びリビング家具販売事業の事

業譲渡をあわせて実施し、事業・組

織の再編を進めます。
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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収益改善策の速やかな実行と財務

体質の健全化
・不振店と撤退と業態変更、主要
拠点にある複数の赤字店舗整
理・統合、本部・本社費他経費
削減等による収益改善

・在庫の削減、借入金の圧縮によ
るバランスシートの改善

・固定資産の減損会計導入及び実
施後の対応策確立

④人的資産の育成と活用
・中堅幹部、店長、マーチャンダ
イザー、販売スペシャリスト等
の計画的育成・教育研修機能の
整備と研修実施

・モチベーション向上につながる
人事制度の検討・導入

⑤経営管理力・組織運営力の強化
・パッケージソフト市場の縮小等
のリスクを織り込んだ新たな経
営戦略の明確化、リスク対策の
策定

・取締役の役割分担及び責任と権
限の明確化と次期経営戦略策
定・推進体制構築

・業務執行部門の組織運営体制の
整備・強化と販売現場への権限
委譲

・次世代経営を担う経営幹部養成
と次期経営体制の検討 

「すみやリバイバルプラン（ＳＲ

Ｐ）」の諸施策を確実に実施し、継

続的な安定した収益構造を確立する

ことにより、毀損した純資産を早期

に回復することに邁進いたします。

また、前期までの２期連続経常利益

黒字化を契機に、長期安定資金の調

達の交渉が可能となり、財務・資金

面での改善の兆しが現れ始めており

ます。以上の結果、継続企業の前提

に関する重要な疑義は存在するもの

の、疑義の解消は十分可能であると

判断しております。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。

 「ドミナントの再編成」について

は、現在の愛知県から栃木県という

出店エリアを見直し、特に地盤であ

る静岡県を中心とした東海エリアで

ドミナント化を進めてまいります。

関東エリアの不採算店については、

閉店・譲渡等により整理し、人員・

資産等の経営資源を東海エリアに集

中させてまいります。 

 「次世代すみや店舗の創造」につ

いては、当社の強みである品揃えノ

ウハウなどに、ＴＳＵＴＡＹＡの強

みである生活提案型店作り・カード

戦略などを組み合わせ、２年から３

年後を目処に複合型の大型店の出店

を計画しております。これら店舗で

は、ＴＳＵＴＡＹＡの次世代店舗の

標準値を目標としつつ、セル販売で

はそれを上回る高い目標を掲げ、す

みやのオリジナリティをもった次世

代店舗を標榜してまいります。 

 財務体質に関しましては、第三者

割当増資の実施により着実に改善さ

れつつあり、上記の計画を確実に実

行し収益構造の変革をはかること

で、体質強化を推進してまいりま

す。 

 以上により、継続企業の前提に関

する重要な疑義は存在するものの、

上記計画の実行は着実に進んでお

り、従って、中間財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を中間財

務諸表には反映しておりません。 

 

財務体質の強化につきましては、第

三者割当による新株式（普通株式、

優先株式）の発行を実施すると共

に、資本金及び資本準備金並びにそ

の他資本剰余金の額の減少を行い、

平成18年９月中間期までに債務超過

を解消し、毀損した資本勘定の健全

化を早期に進めてまいります。ま

た、株式会社静岡銀行と総額30億円

のコミットメントライン契約を締結

する予定であり、今後の業容拡大に

向けて、機動的且つ安定的な資金調

達が可能となると考えております。 

 上記の通り、当該計画の実行によ

り、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと判断してお

ります。 

 従って、財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を財務諸表には

反映しておりません。
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中間財務諸表作成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) たな卸資産

 商品(各種楽器、ＡＶ(音

響・映像)機器、家電品、

家具、情報・通信機器)

 ……先入先出法による

低価法

 商品(音楽映像ソフト、

書籍、小物及び付属品)

 ……売価還元法による

低価法
 

─────

(1) たな卸資産

 商品(ＡＶ(音響)機器、

情報・通信機器)

  

……同左

 商品(音楽映像ソフト、

書籍、小物及び付属品)

 ……同左

 貯蔵品

 ……最終仕入原価法

(1) たな卸資産

 商品(各種楽器、ＡＶ(音

響・映像)機器、家電品、

家具、情報・通信機器)

 ……同左

 商品(音楽映像ソフト、

書籍、小物及び付属品)

 ……同左
 
 

─────

(2) 有価証券

 子会社株式及び関連会社

株式

 ……移動平均法による

原価法

 その他有価証券

 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、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

(2) 有価証券

─────
 

 

 その他有価証券

 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、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)

 時価のないもの

 ……同左

(2) 有価証券

 子会社株式及び関連会社

株式

 ……移動平均法による

原価法

 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

 ……同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産及び賃貸

不動産

 定率法。ただし、平成

10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備

を除く)については、定

額法。

 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

３～34年

 器具及び備品

３～13年

 また、取得価額が10万

円以上20万円未満の減価

償却資産については、３

年間で均等償却。

(1) 有形固定資産及び賃貸

不動産

同左

(1) 有形固定資産及び賃貸

不動産

同左

(2) 無形固定資産

 定額法。 

 なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法。

(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

 均等償却。

(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、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。

(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

うち当中間期の負担額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

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

うち当期の負担額を計上

しております。

(3) ポイント引当金

 ポイントカード販売促

進制度のポイント使用に

よる売上値引に備えるた

め、使用実績率に基づき

将来使用されると見込ま

れる金額を計上しており

ます。

(3) ポイント引当金

 販売促進を目的とし

て、会員へ付与したポイ

ントの将来の使用に備え

るため、発生見積額を計

上しております。 

 
（会計処理方法の変更）
 前事業年度まで、営業

店舗においてポイントカ

ード会員へ付与されたポ

イントの使用について

は、売上値引きとしてお

りましたが、当中間会計

期間より当該額をポイン

ト引当金繰入額として販

売費及び一般管理費に計

上することに変更してお

ります。 

この変更は、当中間会計

期間において、株式会社 

TSUTAYAの子会社 になっ

たことに伴い、親会社 

との会計処理の統一をは

かるためのものでありま

す。この結果、従来の方

法によった場合に比べ、

「売上高」が226,415千

円増加し、「販売費及び

一般管理費」が226,415

千円増加し、売上総利益

が同額増加しております

が、営業損失、経常損

失、税引前中間純損失に

与える影響はありませ

ん。

(3) ポイント引当金

 ポイントカード販売促

進制度のポイント使用に

よる売上値引に備えるた

め、使用実績率に基づき

将来使用されると見込ま

れる金額を計上しており

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) 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及

び年金資産の見込額に基

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。 

 会計基準変更時差異に

ついては、15年による均

等額を費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。

(4) 退職給付引当金 

   同左

(4) 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及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 会計基準変更時差異に

ついては、15年による均

等額を費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

 

(5) 役員退職給与引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく中

間期末要支給額を計上し

ております。

(5) 役員退職給与引当金 

   同左

(5) 役員退職給与引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく期

末要支給額を計上してお

ります。
 

─────
(6) 閉店損失引当金 

 閉店を決定した店舗の

閉店に伴い発生する損失

に備えるため、中途解約

違約金及び原状復帰工事

費用等の閉店関連損失見

込額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

 当中間会計期間におい

て、閉店することを決定

した店舗の閉店に伴い損

失の発生が見込まれるこ

ととなったため、今後発

生すると見込まれる損失

額を閉店損失引当金とし

て計上しております。 

 これにより、当中間会

計期間の特別損失の閉店

損失引当金繰入額が、

428,813千円計上され、

この結果、税引前中間純

損失が同額増加しており

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 中間キャッシュ・

フロー計算書(キャ

ッシュ・フロー計算

書)における資金の

範囲

 中間キャッシュ・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、随時引き

出し可能な預金及び容易

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

い取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短

期投資からなります。

同左  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、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資か

らなります。

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)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 

 消費税及び地方消費税

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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会計方針の変更 

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) 

 当中間会計期間から固定資産の減

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、特別損失に減損損失

を2,471,006千円計上し、一方で減

価償却費等の負担が軽減したため、

営業損益が50,202千円、経常損益が

55,005千円増益、税引前中間純損益

が2,416,000千円減益となっており

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。
 
 

───── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正)

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

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」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 最終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号)及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号)を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から固定資産の減損に

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、特別損失を3,045,110千円計

上し、一方で減価償却費等の負担が

軽減したため、営業利益が41,427千

円、経常利益が43,564千円増加、税

引前当期純損失が3,001,545千円増

加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き、各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

(退職給付に係る会計基準) 

 当事業年度から「『退職給付に係

る会計基準』の一部改正」(企業会

計基準第３号 平成17年３月16日)

及び「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正に関する適用指針」(企

業会計基準適用指針第７号 平成17

年３月16日)を適用しております。

これによる影響はありません。
 
 
 
 
 
 
 

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

当中間会計期間
(自 平成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)

 
 

────── 
 
 
 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は274,996千円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間等における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

 

 
 

──────

 
 

────── 
 
 
 

（企業結合に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第7号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 
 

────── 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 3,626,346千円

賃貸不動産 372,474千円

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 2,878,741千円

賃貸不動産 307,569千円

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 3,649,791千円

賃貸不動産 388,137千円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   〔担保に供している資産〕

売掛金 20,077千円

土地 719,728千円

賃貸不動産 308,369千円

投資有価証券 180,070千円

敷金保証金 2,346千円

計 1,230,591千円

   〔上記に対応する債務額〕

長期借入金 880,071千円

 (一年以内返済予定の長期
借入金を含む)

短期借入金 1,646,077千円

計 2,526,148千円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   〔担保に供している資産〕

売掛金 16,682千円

土地 349,738千円

投資有価証券 191,770千円

計 558,190千円
 
 
 
 
 

   〔上記に対応する債務額〕

長期借入金 24,850千円

 (一年以内返済予定の長期
借入金を含む)

短期借入金 860,000千円

計 884,850千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   〔担保に供している資産〕

売掛金 20,134千円

土地 427,452千円

賃貸不動産 307,147千円

投資有価証券 183,640千円

計 938,374千円

 
 

   〔上記に対応する債務額〕

長期借入金 681,073千円

(一年以内返済予定の長期
借入金を含む)

短期借入金 1,561,000千円

計 2,242,073千円

※３ 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。

※３ 消費税等の表示方法

同左

 
―――――
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(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成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 営業外収益の主要な内訳

受取利息 250千円

賃貸料収入 175,553千円

インセンティ
ブ清算益

120,000千円  

※１ 営業外収益の主要な内訳

受取利息 281千円

賃貸料収入 179,492千円

受取手数料 39,242千円

※１ 営業外収益の主要な内訳

受取利息 2,200千円

賃貸料収入 353,859千円

インセンティ
ブ清算益

120,000千円

受取手数料 92,944千円

※２ 営業外費用の主要な内訳

支払利息 142,687千円

社債利息 6,384千円

賃貸原価 159,178千円

※２ 営業外費用の主要な内訳

支払利息 107,684千円

社債利息 4,226千円

賃貸原価 168,442千円

※２ 営業外費用の主要な内訳

支払利息 286,387千円

社債利息 11,557千円

賃貸原価 322,870千円

※３ 特別利益の主要な内訳

＿＿＿＿＿＿＿ 
 

※３ 特別利益の主要な内訳

役員退職慰労
引当金戻入額

92,764千円

固定資産
売却益

21,977千円

※３ 特別利益の主要な内訳

＿＿＿＿＿＿＿ 
 

※４ 特別損失の主要な内訳

固定資産 
除却損

31,825千円

減損損失 2,471,006千円

厚生年金基金
脱退損

103,735千円

※４ 特別損失の主要な内訳

固定資産
除却損

21,839千円

減損損失 34,660千円

閉店損失引当
金繰入額

428,813千円  

※４ 特別損失の主要な内訳

固定資産 
除却損

84,621千円

商品評価損 1,092,215千円

減損損失 3,045,110千円

 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 79,122千円

無形固定資産 26,668千円

賃貸不動産 15,864千円

計 121,656千円
  

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 55,387千円

無形固定資産 26,812千円

賃貸不動産 11,212千円

計 93,412千円
 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 172,093千円

無形固定資産 53,350千円

賃貸不動産 31,558千円

計 257,002千円

 

 ６ 減損損失 

 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。

用 途 営業店舗・賃貸不動産

種 類
土地、建物、構築物、器
具備品、リース資産、ソ
フトウェア

場 所

東海・関東地区の 
 営業店舗２６店舗 
 賃貸不動産１店舗 
 駐車場用地１ヶ所

金 額 2,471,006千円

 当社は、キャッシュ・フローの

最小組成単位としての店舗を1単

位の資産グループとして捉えてお

ります。連続して営業損失を計上

した店舗及び土地の評価額が簿価

に対し大幅に下落した土地に係る

店舗の帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(2,471,006千円)として特別損失

に計上いたしました。

 

 ６ 減損損失

 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。

用 途 営業店舗・賃貸不動産

種 類
建物、構築物、器具備
品、リース資産、ソフト
ウェア、電話加入権

場 所

東海・関東地区の
 営業店舗１０店舗 
 賃貸不動産２店舗 
 

金 額 34,660千円

 当社は、キャッシュ・フローの

最小組成単位としての店舗を1単

位の資産グループとして捉えてお

ります。連続して営業損失を計上

した店舗の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失(34,660千円)として特別損失

に計上いたしました。

 

６ 減損損失

 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。

用 途 営業店舗・賃貸不動産

種 類
土地、建物、構築物、器
具備品、リース資産、ソ
フトウェア、電話加入権

場 所

東海・関東地区の 
 営業店舗４０店舗 
 賃貸不動産１店舗 
 駐車場用地１ヶ所

金 額 3,045,110千円

 当社は、キャッシュ・フローの

最小組成単位としての店舗を1単

位の資産グループとして捉えてお

ります。連続して営業損失を計上

した店舗及び土地の評価額が簿価

に対し大幅に下落した土地に係る

店舗の帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(3,045,110千円)として特別損失

に計上いたしました。
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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)

 減損損失の内訳は,土地

1,837,577千円、建物357,322千

円、構築物40,680千円、器具備品

79,486千円、リース資産155,392

千円、ソフトウェア548千円であ

ります。 

 なお、当店舗の回収可能価額

は、不動産鑑定評価額等に基づき

算定した正味売却価額または使用

価値のいずれか多額の方により測

定しており、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定して

おります。

 減損損失の内訳は,建物19,658

千円、構築物518千円、器具備品

2,557千円、リース資産11,318千

円、ソフトウェア168千円、電話

加入権438千円であります。 

 なお、当店舗の回収可能価額

は、不動産鑑定評価額等に基づき

算定した正味売却価額または使用

価値のいずれか多額の方により測

定しており、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定して

おります。

 減損損失の内訳は,土地

1,008,712千円、建物488,137千

円、構築物60,929千円、器具備品

133,416千円、リース資産183,315

千円、ソフトウェア548千円、電

話加入権16,191千円、賃貸不動産

1,153,859千円であります。 

 なお、当店舗の回収可能価額

は、不動産鑑定評価額等に基づき

算定した正味売却価額または使用

価値のいずれか多額の方により測

定しており、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定して

おります。
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増減数の主な内訳は、次の通りであります。 

 第三者割当増資による増加 普通株式 11,000,000株  優先株式 1,000,000株 

 株式の消却による減少 2,896,643株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 4,187株 

 株式の取得による増加  2,896,643株 

 株式の消却による減少  2,896,643株 

  
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 8,737,717 11,000,000 2,896,643 16,841,074

第一種優先株式(株) ─ 1,000,000 ─ 1,000,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 834,272 2,900,830 2,896,643 838,459
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成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)

 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 770,094千円

現金及び現金 
同等物

770,094千円

 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 670,923千円

現金及び現金
同等物

670,923千円

 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

現金及び預金勘定 378,891千円

現金及び現金 
同等物

378,891千円
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（リース取引関係） 

  

 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成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 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 
 

器具及び備品

取得価額 
相当額

1,145,443千円

減価償却 
累計額相当額

765,023千円

減損損失 
累計額相当額

153,461千円

中間期末残高 
相当額

226,959千円

車輌運搬具

取得価額 
相当額

7,322千円

減価償却 
累計額相当額

900千円

減損損失 
累計額相当額

1,930千円

中間期末残高 
相当額

4,492千円

合 計

取得価額 
相当額

1,152,766千円

減価償却 
累計額相当額

765,923千円

減損損失 
累計額相当額

155,392千円

中間期末残高 
相当額

231,451千円

 

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 
(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 
 

器具及び備品

取得価額
相当額

942,662千円

減価償却
累計額相当額

641,289千円

減損損失
累計額相当額

188,143千円

中間期末残高
相当額

113,230千円

車輌運搬具

取得価額
相当額

12,596千円

減価償却
累計額相当額

6,273千円

減損損失
累計額相当額

3,121千円

中間期末残高
相当額

3,202千円

合 計

取得価額
相当額

955,258千円

減価償却
累計額相当額

647,563千円

減損損失
累計額相当額

191,264千円

中間期末残高
相当額

116,431千円

 

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 
(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 
 

器具及び備品

取得価額 
相当額

1,098,725千円

減価償却 
累計額相当額

783,075千円

減損損失 
累計額相当額

181,384千円

期末残高 
相当額

134,264千円

車輌運搬具

取得価額 
相当額

7,322千円

減価償却 
累計額相当額

1,679千円

減損損失 
累計額相当額

1,930千円

期末残高 
相当額

3,712千円

合 計

取得価額 
相当額

1,106,048千円

減価償却 
累計額相当額

784,755千円

減損損失 
累計額相当額

183,315千円

期末残高 
相当額

137,977千円

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当
額及びリース資産減損勘定中間期末残
高

１年以内 192,733千円

１年超 178,333千円

合計 371,067千円

リース資産 
減損勘定 
中間期末残高

107,608千円

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当
額及びリース資産減損勘定中間期末残
高

１年以内 93,587千円

１年超 120,016千円

合計 213,603千円

リース資産
減損勘定 
中間期末残高

69,413千円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及
びリース資産減損勘定期末残高 
 

１年以内 147,500千円

１年超 150,002千円

合計 297,503千円

リース資産 
減損勘定 
期末残高

97,217千円
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間  
(自 平成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) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及び支
払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 122,895千円

リース資産減
損勘定の取崩
額

31,245千円

減価償却費 
相当額

77,435千円

支払利息 
相当額

7,310千円

減損損失 155,392千円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及び支
払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 99,946千円

リース資産減
損勘定の取崩
額

39,121千円

減価償却費
相当額

49,151千円

支払利息
相当額

5,749千円

減損損失 11,318千円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及び支
払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 224,134千円

リース資産減
損勘定の取崩
額

64,269千円

減価償却費 
相当額

139,618千円

支払利息 
相当額

12,454千円

減損損失 183,315千円

(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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（有価証券関係） 

前中間会計期間(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 上記の「取得原価」は減損処理後の価額であります。 

なお、減損処理にあたっては中間期末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度の下落率の場合は当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額につ

いて減損を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間会計期間(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 上記の「取得原価」は減損処理後の価額であります。 

なお、減損処理にあたっては中間期末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度の下落率の場合は当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額につ

いて減損を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

その他有価証券

株式 256,367 384,097 127,730

内容 中間貸借対照表計上額(千円)

(1) 子会社株式 16,000

(2) その他有価証券

 非上場株式 2,408

計 18,408

区分 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

その他有価証券

株式 255,748 408,325 152,577

内容 中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 1,978

計 1,978
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前事業年度(平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 上記の「取得原価」は減損処理後の価額であります。 

なお、減損処理にあたっては期末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度の下落率の場合は当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について

減損を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

（デリバティブ取引関係） 

  

 

  

（ストックオプション等関係） 

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) 

該当事項はありません 

  

（持分法投資損益） 

  

 
  

区分 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

その他有価証券

株式 255,748 424,268 168,520

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1) 子会社株式 8,795

(2) その他有価証券

 非上場株式 2,174

計 10,969

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)

該当事項はありません。 同左 同左

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)

 持分法を適用した場合の投資損益

については、関連会社がないため記

載しておりません。

同左 同左
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（企業結合等関係） 

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) 

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び 

  法的形式を含む事業分離の概要 

  

(1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

名   称：すみやグッディ株式会社    

 事業の内容：楽器販売事業、音楽教室事業、ＡＶ機器販売及びリビング家具販売事業 

(2)事業分離を行った主な理由 

コア事業である音楽映像ソフト販売に集中するため、楽器・音楽教室等事業及びＡＶリビング事業

を、すみやグッディ株式会社に事業譲渡いたしました。 

(3)事業分離日 

平成18年６月30日 

(4)法的形式を含む事業分離の概要 

事業譲渡 

２．実施した会計処理 

(1)移転損益の額    14,156千円 

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価格並びにその主な内訳 

資産の部 

   

負債の部 

 
  

３．当該中間会計期間の中間損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

売上高       833,605千円 

 営業利益      △44,276千円 

 経常利益      △48,359千円 

  

４．移転損益を認識した事業分離において、分離先企業を子会社株式又は関連会社として保有する  

  以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 

 重要な継続的関与はございません。 

 現金預金 63,891千円

 売掛金 104,391千円

 棚卸資産 509,130千円

 その他流動資産 71,817千円

 有形固定資産 64,111千円

 無形固定資産 1,432千円
 投資その他の資産 158,932千円

 合計 973,708千円

 買掛金 155,508千円

 短期借入金 600,000千円

 その他流動負債 69,700千円

 退職給付引当金 158,590千円
 その他固定負債 4,065千円

 合計 987,865千円
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（１株当たり情報） 

  

 
(注) １ 前中間会計期間及び前事業年度における潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純損失については、潜在株式

がないため、記載しておりません。また、当中間会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間純損失に

ついては、潜在株式は存在するものの、中間純損失であるため、記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

１株当たり中間純損失又は当期純損失金額 

  

 
  

（重要な後発事象） 

  

 
  

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 49円45銭 17円18銭 △183円00銭

１株当たり中間(当期)純損失 341円78銭 67円04銭 577円73銭

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)

中間（当期）純損失 2,702,404 762,607 4,567,345

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

2,702,404 762,607 4,567,345

普通株式の期中平均 
株式数(千株)

7,906 11,375 7,905

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
益金額の算定に含めなか
った潜在株式の概要

─

第一回第１種優先株式
 
 株式数1,000,000株
※第１種優先株式を取
得するのと引換えに交
付すべき普通株式数
は、優先株式１株に対
して普通株式５株とす
る。

─

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)

該当事項はありません。 同左 同左
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5. 品種別売上高明細表                  （単位：千円、単位未満切捨表示） 

 
（注）１．期中に実施いたしました事業譲渡により、楽器、ＡＶ機器・家電品、情報・通信機器、その他、音楽教室

等については平成18年６月31日までの売上高となっております。 

 ２．その他は、ポイント還元による売上高計上分であります。 

  

       期  別 
 
 
 
 
 品 種 別

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 (自 平成17年４月１日

 至 平成17年９月30日) 至 平成18年９月30日) 至 平成18年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

音楽・映像ソフト 8,383,350 72.0 7,055,499 74.7 17,428,481 73.0

書籍（注１） 974,300 8.4 865,152 9.2 1,928,745 8.1

楽器（注１） 924,904 7.9 486,740 5.1 1,787,042 7.5

ＡＶ機器・家電品（注１） 588,703 5.1 346,719 3.7 1,181,127 4.9

情報・通信機器（注１） 110,626 0.9 94,065 1.0 224,762 0.9

その他（注１） 26,315 0.2 12,127 0.1 54,241 0.2

物販計 11,008,201 94.5 8,860,302 93.8 22,604,400 94.6

音楽教室等（注１） 462,659 4.0 219,375 2.3 932,551 3.9

レンタル 175,887 1.5 139,650 1.5 351,994 1.5

その他（注２） ─ 226,415 2.4 ─

合計 11,646,748 100.0 9,445,743 100.0 23,888,946 100.0
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