
 

平成 19年３月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年11月21日  

上 場 会 社 名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 上場取引所    東証第一部 

コ ー ド 番 号 ４７５６ 本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.ccc.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長 増田 宗昭 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名 取締役     谷田 昌広        ＴＥＬ （03）5424－1381 

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18年12月8日  

単元株制度採用の有無  有（１単元 100株）         
 

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                                             （百万円未満切捨て表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

百万円   ％

1,734    △89.1 

15,957      2.4 

百万円   ％

570  △81.1 

  3,023   51.4 

百万円   ％

558    △82.4 

   3,178    35.1 

18年３月期 30,725    △5.6   5,748   25.4 6,041    20.3 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

百万円   ％

  417   △80.4 

2,134    30.9 

円  銭 

2  20 

   41  97 

18年３月期 3,738    △0.8 69  93  

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 190,215,945株 17年９月中間期 50,866,139株 18年３月期 53,004,121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）比増減率 

④平成18年４月１日付にて１株につき３株の割合をもって株式分割しております。 

 (2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
     63,321    
     57,175 

百万円
     42,934    
     26,686 

％ 
67.7 
46.7 

円   銭
   224   14   
   518   96 

18年３月期      61,545         41,985    68.2     666   24 

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 191,180,743株 17年９月中間期 51,423,852株 18年３月期 62,969,804株 

②期末自己株式数  18年９月中間期    435,317株  17年９月中間期       68株  18年３月期   143,716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 

 

通 期 

百万円 

3,300    

百万円

1,200   

百万円

 720   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）3円77銭 

 

３. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金 

 中間期末 期末 年間 

 

18年３月期 

円  銭 

6  00 

円  銭

7  50 

円  銭

13  50 

19年３月期（実績） 2  50 ―――――

19年３月期（予想） ――――― 3  50 

 

6  00 

 

(注)18年９月中間期配当金の内訳 記念配当 － 円 － 銭 特別配当 － 円 － 銭 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在し

ており、実際の業績にはこれらの予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は、決算短信（連結）の13ページをご参

照願います。 
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【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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  56 336 791 

２．受取手形  23 － － 

３．営業未収入金  3,804 802 96 

４．たな卸資産  408 － － 

５．短期貸付金  13,664 7,659 7,123 

６．立替金  4,381 － － 

７．その他  1,682 97 356 

貸倒引当金  △223 － △178 

流動資産合計   23,799 41.6 8,895 14.0  8,188 13.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 809 4 5 

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  2,878 1 － 

(2) その他  41 7 7 

無形固定資産合計  2,920 8 7 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  3,510 2,228 2,490 

(2) 関係会社株式  10,379 40,220 38,733 

(3) 長期貸付金  13,223 11,805 12,154 

(4) 敷金保証金  2,106 － － 

(5) その他  724 245 227 

貸倒引当金  △297 △87 △262 

投資その他の資産
合計 

 29,646 54,412 53,342 

固定資産合計   33,376 58.4 54,425 86.0  53,356 86.7

資産合計   57,175 100.0 63,321 100.0  61,545 100.0
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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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  1,126 － － 

２．短期借入金  5,940 8,400 4,750 

３．一年以内返済予定
長期借入金 

 3,270 2,671 2,981 

４．未払金  6,662 181 168 

５．未払法人税等  1,058 34 2,051 

６．未払消費税等  78 － 7 

７．預り金  － 5,066 4,236 

８．賞与引当金  479 18 14 

９．ポイント引当金  5 － － 

10．閉店損失引当金  108 － － 

11. その他  2,815 7 6 

流動負債合計   21,545 37.7 16,378 25.9  14,215 23.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  6,452 3,781 5,116 

２．役員退職慰労引当
金 

 306 227 227 

３．その他  2,184 － － 

固定負債合計   8,943 15.6 4,008 6.3  5,344 8.7

負債合計   30,488 53.3 20,387 32.2  19,559 31.8
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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（百万円） 
構成比
(％)

金額（百万円） 
構成比
(％)

金額（百万円） 
構成比
(％)

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   5,975 10.4 － －  11,683 19.0

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  6,833 － 17,041 

資本剰余金合計   6,833 12.0 － －  17,041 27.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  48 － 48 

２．任意積立金  1,007 － 1,007 

３．中間(当期)未処分
利益 

 11,286 － 12,582 

利益剰余金合計   12,342 21.6 － －  13,638 22.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,535 2.7 － －  328 0.5

Ⅴ 自己株式   △0 △0.0 － －  △706 △1.2

資本合計   26,686 46.7 － －  41,985 68.2

負債資本合計   57,175 100.0 － －  61,545 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金   － － 12,240 19.3  － －

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  － 17,596 － 

資本剰余金合計   － － 17,596 27.8  － －

３．利益剰余金    

（1）利益準備金  － 48 － 

（2）その他利益剰  
余金 

   

別途積立金  － 1,007 － 

繰越利益剰余金  － 12,495 － 

利益剰余金合計   － － 13,551 21.4  － －

４．自己株式   － － △711 △1.1  － －

株主資本合計   － － 42,677 67.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金  

  － － 173 0.3  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 173 0.3  － －

 Ⅲ 新株予約権   － － 83 0.1  － －

純資産合計   － － 42,934 67.8  － －

負債純資産合計   － － 63,321 100.0  － －
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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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収入  10,736 (67.3) 1,734 (100.0) 20,289 (66.0)

Ⅱ 売上高  5,220 (32.7) － (－) 10,436 (34.0)

営業総収入合計   15,957 100.0 1,734 100.0  30,725 100.0

Ⅲ 営業収入原価  1,136 (7.1) － (－) 2,139 (7.0)

Ⅳ 売上原価  4,170 (26.2) － (－) 8,357 (27.2)

営業総原価合計   5,307 33.3 － －  10,496 34.2

営業総利益   10,650 66.7 1,734 100.0  20,228 65.8

Ⅴ 販売費及び一般管理
費 

※５  7,626 47.8 1,164 67.1  14,480 47.1

営業利益   3,023 18.9 570 32.9  5,748 18.7

Ⅵ 営業外収益 ※１  370 2.3 100 5.8  769 2.5

Ⅶ 営業外費用 ※２  215 1.3 112 6.5  475 1.5

経常利益   3,178 19.9 558 32.2  6,041 19.7

Ⅷ 特別利益 ※３  274 1.7 193 11.2  297 0.9

Ⅸ 特別損失 ※４  65 0.4 3 0.2  199 0.6

税引前中間(当期)
純利益 

  3,386 21.2 748 43.2  6,140 20.0

法人税、住民税及
び事業税 

 1,012 24 2,108 

法人税等調整額  239 1,252 7.8 306 330 19.1 293 2,401 7.8

中間(当期)純利益   2,134 13.4 417 24.1  3,738 12.2

前期繰越利益   9,152  9,152

中間配当額   －  308

中間(当期)未処分
利益 

  11,286  12,582
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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）              （単位：百万円） 

株主資本  

資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 11,683 17,041 17,041 

中間会計期間中の変動額 

 新株の発行 556 555 555 

 剰余金の配当 － － － 

役員賞与 － － － 

 中間純利益 － － － 

 自己株式の取得 － － － 

 自己株式の処分 － － － 

 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

－ － － 

中間会計期間中の変動額合計 556 555 555 

平成18年９月30日残高 12,240 17,596 17,596 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 48 1,007 12,582 13,638 △706 41,656

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 － － － － － 1,112

 剰余金の配当 － － △472 △472 － △472

役員賞与 － － △32 △32 － △32

 中間純利益 － － 417 417 － 417

 自己株式の取得 － － － － △6 △6

 自己株式の処分 － － △0 △0 0 0

 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 － － △86 △86 △5 1,020

平成18年９月30日残高 48 1,007 12,495 13,551 △711 42,677

（注）剰余金の配当及び役員賞与については、前期決算の利益処分によるものであります。 
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評価・換算差額等  

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高 328 328 － 41,985 

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 － － － 1,112 

 剰余金の配当 － － － △472 

役員賞与 － － － △32 

 中間純利益 － － － 417 

 自己株式の取得 － － － △6 

 自己株式の処分 － － － 0 

 株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額(純額) 

△155 △155 83 △71 

中間会計期間中の変動額合計 △155 △155 83 948 

平成18年９月30日残高 173 173 83 42,934 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成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．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)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

り算定しております。） 

 

（会計処理の方法の変更） 

 その他有価証券の時価のあるものに係

る評価差額の処理方法については、従

来、部分資本直入法により処理しており

ましたが、当中間会計期間において、当

社グループの事業セグメントの再編を契

機に当社経営方針を見直した結果、今

後、事業提携を前提とした長期保有目的

の有価証券が増加すると見込まれること

から、その他有価証券の評価差額をすべ

て資本の部に計上する原則的な方法にす

ることで、市場価格の変動による財務諸

表の不安定性を回避し、期間損益をより

適正に反映するため、当中間会計期間よ

り、全部資本直入法による処理に変更し

ております。 

 この変更により、従来の方法によった

場合に比べ、経常利益及び税引前中間純

利益に与える影響はそれぞれ軽微であり

ます。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

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、売却価格は移動平均法に

より算定しております。） 

 

―――――― 

 

 

 

 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

当事業年度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

により算定しております。） 

 

（会計処理の方法の変更） 

 その他有価証券の時価のあるものに係

る評価差額の処理方法については、従

来、部分資本直入法により処理しており

ましたが、当事業年度において、当社グ

ループの事業セグメントの再編を契機に

当社経営方針を見直した結果、今後、事

業提携を前提とした長期保有目的の有価

証券が増加すると見込まれることから、

その他有価証券の評価差額をすべて資本

の部に計上する原則的な方法にすること

で、市場価格の変動による財務諸表の不

安定性を回避し、期間損益をより適正に

反映するため、当事業年度より、全部資

本直入法による処理に変更しておりま

す。 

 この変更により、従来の方法によった

場合に比べ、経常利益及び税引前純利益

に与える影響はそれぞれ軽微でありま

す。 

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 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産  (2)たな卸資産 

店舗サプライ商品､リサイクル商品 

総平均法に基づく原価法 

販売用映像・音楽ソフト､書籍等 

売価還元法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

 

―――――― 

 

店舗サプライ商品､リサイクル商品 

総平均法に基づく原価法 

販売用映像・音楽ソフト､書籍等 

売価還元法による原価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

定率法によっております。（ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（付属設備を除く）については定額法に

よっております。） 

定率法によっております。 同左 

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社

利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

また、営業権については一括償却して

おります。 

定額法によっております。なお、自社

利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

 

定額法によっております。また、営業

権については、取得時に一括償却してお

ります。 
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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） 

（追加情報） 

 営業権の償却方法については、従来５

年の定額法を採用しておりましたが、前

事業年度末において、一括償却する方法

に変更しております。 

 従って、前中間会計期間は従来の方法

によっており、当中間会計期間と同一の

方法によった場合と比べ、税引前中間純

利益が17百万円多く計上されておりま

す。 

―――――― 

 

―――――― 

 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れに

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

を勘案し、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

備えるため、支給見込額基準により計上

しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

同左 

 

(3)ポイント引当金 

直営事業において、販売促進を目的

として店舗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。 

―――――― 

 

―――――― 

 

(4)閉店損失引当金 

店舗の閉店に伴って発生すると見込ま

れる損失額を計上しております。 

―――――― 

 

―――――― 

(5)退職給付引当金 (5)退職給付引当金 (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。 

 当中間会計期間末において、年金資産

の額が企業年金制度に係る退職給付債務

を超えており、当該超過額33百万円を前

払年金費用として投資その他の資産の

「その他」に含めて計上しております。

このため、当中間会計期間末における退

職給付引当金残高はありません。 

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。 

 当中間会計期間において、年金資産の

額が企業年金制度に係る退職給付債務を

超えた当該超過額0百万円を前払年金資

産として投資その他の資産の「その他」

に含めて計上しております。このため、

当中間会計期間末における退職給付引当

金残高はありません。 

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。 

 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（３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。 

 当事業年度において、年金資産の額が

企業年金制度に係る退職給付債務を超え

た当該超過額0百万円を前払年金資産と

して投資その他の資産の「その他」に含

めて計上しております。このため、当事

業年度末における退職給付引当金残高は

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） 

(6)役員退職慰労引当金 (6)役員退職慰労引当金 (6)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

なお、平成17年６月23日を支給打切日

として支給打切日以降の役員退職慰労金

制度を廃止する旨、当社取締役会及び定

時株主総会で決議しております。 

同左 役員の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。 

なお、平成17年６月23日を支給打切日

として支給打切日以降の役員退職慰労金

制度を廃止する旨、当社取締役会及び定

時株主総会で決議しております。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 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。 

―――――― ―――――― 

５．その他中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

５．その他中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

５．その他財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 同左 同左 
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（会計処理の方法の変更） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成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）を適用しております。 

  なお、これに伴う損益に与える影響は

ありません。 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準 

当中間会計期間より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は、42,850百万円であります。 

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。 

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）を適用しております。 

なお、これに伴う損益に与える影響は

ありません。 

 ストック・オプション等に関する会計基準

当中間会計期間より「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号 平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号

平成18年５月31日）を適用しております。

これに伴い、販売費及び一般管理費に株

式報酬費用83百万円を計上し、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ

同額減少しております。 

 

 

 

（表示方法の変更） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

―――――― （中間貸借対照表関係） 

  １．前中間会計期間まで区分掲記しておりました流動資産の

「立替金」（当中間会計期間末0百万円）については、資産の

総額の100分の5以下となりましたので、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

２．前中間会計期間まで区分掲記しておりました投資その他の

資産の「敷金保証金」（当中間会計期間0百万円）について

は、資産の総額の100分の5以下となりましたので、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しております。 

３．「預り金」は、前中間会計期間まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末にお

いて負債及び純資産の合計額の100分の5を越えたため区分掲

記しました。 

なお、前中間会計期間末の「預り金」の金額は2,605百万円

であります。 
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（追加情報） 

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） 

―――――― 持株会社への業態変更に伴う計上区分の変

更 

平成18年３月１日の持株会社への移行に

伴い、営業外収益に含めていた関係会社か

らの受取配当金について、平成18年３月１

日以降は営業収入に含めて計上しておりま

す。 

この変更に伴い、従来の方法によった場

合と比べ、売上総利益及び営業利益が41百

万円増加しております。 

―――――― 

 

 

 

 

 

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 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

879百万円 5百万円 4百万円 

 ２ 偶発債務  ２ 偶発債務  ２ 偶発債務 

関係会社に対する債務保証 

（単位：百万円） 

関係会社に対する債務保証 

（単位：百万円）

関係会社に対する債務保証 

（単位：百万円）

保証 

内容 
保証先 金額 

日本ソフトサービス㈱ 309 

㈱TSUTAYA STORES 東京 210 
取引 

保証 
㈱TSUTAYA STORES 大阪 107 

合計３社 627 
 

保証 

内容 
保証先 金額 

㈱TSUTAYA STORES 3,964 

㈱ﾂﾀﾔｵﾝﾗｲﾝ 113 
取引 

保証 
㈱Tｶｰﾄﾞ&ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 6 

合計３社 4,083 
 

保証

内容 保証先 金額 

㈱TSUTAYA STORES 東京 176 取引

保証 ㈱TSUTAYA STORES 大阪 288 

合計２社 464 
 

上記の他に、当社は、当社の関係会社㈱

TSUTAYA STORES東京と連帯して同社の一部

の店舗の敷金3,520百万円について、金融機

関及び貸主との間で代位預託契約を締結し

ており、当該契約に基づき、金融機関は、

貸主に対して敷金相当額3,520百万円を同社

に代わって預託しております。 

上記の他に、当社は、当社の関係会社㈱

TSUTAYA STORESと連帯して同社の一部の店

舗の敷金3,520百万円について、金融機関及

び貸主との間で代位預託契約を締結してお

り、当該契約に基づき、金融機関は、貸主

に対して敷金相当額3,520百万円を同社に代

わって預託しております。 

上記の他に関係会社㈱TSUTAYA STORES東

京と連帯して同社の一部の店舗の敷金3,520

百万円について、金融機関及び貸主との間

で代位預託契約を締結しており、当該契約

に基づき、金融機関は、貸主に対して敷金

相当額3,520百万円を同社に代わって預託し

ております。 
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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 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 
 
   受取利息 135百万円

   受取配当金 69  

   受取手数料 48  
  

 
   受取利息 94百万円

   受取配当金 4  

      
  

 
受取利息 273百万円

受取配当金 157  

受取手数料 81  
  

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 
 
   支払利息 96百万円

  

 
   支払利息 78百万円

  

 
支払利息 188百万円

  
※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 
 
   投資有価証券売却益 21百万円

   貸倒引当金戻入益 252  
  

 
   貸倒引当金戻入益  175百万円

  
  

 
投資有価証券売却益 21百万円

   貸倒引当金戻入益 275   
  

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 
 
   固定資産除却損 60百万円

  
  

 
   関係会社株式売却損 3百万円

  
  

 
関係会社株式評価減 80百万円

固定資産除却損 66  

閉店損失引当金繰入額 33  
  

※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額 
 
   有形固定資産 98百万円 

   無形固定資産  512  

  
  

 
   有形固定資産 1百万円

   無形固定資産  0  

  
  

 
有形固定資産 193百万円

無形固定資産 953  

  
  

 

（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                         （単位：千株） 

 前事業年度末株式数 当中間会計期間増加株式数 当中間会計期間減少株式数 当中間会計期間末株式数 

普通株式 143  291  0  435  

合計 143  291  0  435  

（注）自己株式の当中間会計期間増加株式数は、買取請求に応じて増加したものが４千株、平成18年４月１日付の普通株式１株を３株に

分割したことに伴う増加が287千株であります。また、自己株式の当中間会計期間減少株式数は、買増請求によるものが０千株であ

ります。 
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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

額及び期末残高相当額 

  （単位：百万円）

 

取 得 

価 額 

相 当 額 

減 価 償 却

累 計 額

相 当 額

中 間 期 末

残 高 

相 当 額 

車輌運搬具 229 139 90 

器具備品 4,789 2,071 2,718 

ソフトウェア 12 11 1 

合計 5,032 2,222 2,809 
 

 ―――――― 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 983 百万円 

１年超 1,950  

合計 2,933  
 

 (2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

―――――― 

(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 494百万円   支払リース料 933百万円 

減価償却費相当額 477    減価償却費相当額 897  

支払利息相当額 25    支払利息相当額 45  

(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 

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。 

(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 

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。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

 (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（注）上記（リース取引関係）の注記情報において、中間財務諸表等規則第４条第１項第５号及び財務諸表等規則第８条の６第６項の規定

に基づき記載を省略しておりますリース取引に係る注記情報のうち資産及び負債に係る事項は以下のとおりであります。 
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(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（期末）残高相当額                （単位：百万円） 

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） 

 

取 得 
価 額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

中間 
期末残高 
相 当 額

取 得
価 額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間 
期末残高
相 当 額

取 得 
価 額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

期末残高
相 当 額

車 輌 運 搬 具 42 16 25 

器 具 備 品 1,718 874 843 

ソフトウェア － － － 

レンタル用商品 107 63 43 

合計 1,867 954 912 

―――――― ―――――― 

 

(2)未経過リース料中間期末（期末）残高相当額                                  （単位：百万円） 

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年以内 382百万円 

１年超 577  

 合計 959   

―――――― ―――――― 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの                     （単位：百万円） 

区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 3,703 21,582 17,878 

（注）関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの                     （単位：百万円） 

区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 16,898 15,951 △947 

（注）関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの                     （単位：百万円） 

区分 貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 15,506 18,067 2,561 

（注）関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

中間決算短信に記載されている１株当たり指標を当中間会計期間の数値を100として、これまでに実施した株式分

割等に伴う希薄化を修正・調整した数値を表示しますと以下のとおりになります。 

区分 

前中間会計期間末 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり当期純利益 

１株当たり配当金 

１株当たり純資産 

円  銭 

13  99  

2  00  

172  99  

円  銭 

2  20  

2  50  

224  14  

円  銭 

23  31  

4  50  

222  08  

（注）当中間会計期間に株式分割実施 

効力発生日 平成18年４月１日に１：３の株式分割 

 

 68



（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） 

１．当社は、平成17年11月８日開催の取締役会において、以下の決議を行っております。 

(1)会社分割による持株会社への移行及び当社と㈱レントラックジャパンの経営統合に関する基本合意書の

締結 

①会社分割による持株会社制への移行 

ⅰ）会社分割日程 

会社分割計画書承認取締役会    平成17年12月８日（予定） 

会社分割計画書承認臨時株主総会   平成18年１月20日（予定） 

会社分割期日    平成18年３月１日（予定） 

ⅱ）会社分割方式 

当社を分割会社とし、新規設立予定会社を承継会社とする分社型新設分割を予定しております。 

ⅲ）株式の割当 

会社分割に伴い承継会社が発行する株式は、すべて分割会社である当社に割当てます。 

ⅳ）分割交付金 

分割交付金の支払予定はありません。 

②連結子会社㈱レントラックジャパンとの経営統合に伴う株式交換の実施 

ⅰ）株式交換の日程 

株式交換契約書承認取締役会  平成17年12月８日（予定） 

株式交換契約書承認臨時株主総会 

（㈱レントラックジャパン）  平成18年１月18日（予定） 

（当社）    平成18年１月20日（予定） 

株式交換期日    平成18年３月１日（予定） 

ⅱ）株式交換比率 

 当社 ㈱ﾚﾝﾄﾗｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式交換比率 １ 0.30 

㈱レントラックジャパンの普通株式１株につき当社の普通株式0.3株を交付いたします。 

なお、当社保有の㈱レントラックジャパン株式（22,136,000株）には、当社の普通株式の割当交

付は行いません。 

また、株式交換により増加する新株式数は普通株式8,008,320株になります。（平成17年11月末現

在の発行済株式数より算出） 

ⅲ）株式交換交付金 

株式交換に際し、株式交換交付金の支払いは行いません。 

ⅳ）新株予約権承継 

㈱レントラックジャパンがその役員、従業員、子会社役員及び子会社従業員に対して割当てたス

トックオプションとしての新株予約権については、当社が承継いたします。 

会社分割による持株会社制への移行及び㈱レントラックジャパンとの経営統合に伴う株式交換につ

きましては、詳細は今後の取締役会で決定され、平成18年１月中旬開催の臨時株主総会で承認される

ことを前提条件といたします。 

③㈱アイ・エム・ジェイ及び㈱デジタルスケープの株式取得による子会社化 

平成17年11月22日（予定）を株券引渡し期日として以下の株式を取得し、子会社化いたします。 

ⅰ）㈱アイ・エム・ジェイ 

異動前の所有株式数 15,500株（所有割合9.9％） （15,500株（所有割合9.9％）） 

取得株式数  70,450株（取得価額11,793百万円） 

異動後の所有株式数 85,950株（所有割合55.0％） （15,500株（所有割合 9.9％）） 

※（ ）内は、間接保有分を示し、内数となります。 

ⅱ）㈱デジタルスケープ 

異動前の所有株式数      1株（所有割合0.0％） 

取得株式数  14,172株（取得価額3,439百万円） 

異動後の所有株式数 14,173株（所有割合49.7％） 

④第三者割当増資の実施 

事業運転資金及びグループ力強化のために必要な有価証券取得資金に充当する目的で以下のとおり第三

者割当増資を実施いたします。 

ⅰ）発行新株式数 

普通株式3,000,000株 

ⅱ）発行価額 

１株につき3,510円 
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ⅲ）発行価額の総額 

10,530,000,000円 

ⅳ）資本組入額 

5,265,000,000円 

ⅴ）申込期間 

平成17年11月25日 

ⅵ）払込期日 

平成17年11月25日 

ⅶ）配当起算日 

平成17年10月１日 

ⅷ）割当先及び株式数 

増田宗昭1,500,000株 

マスダアンドパートナーズ㈱1,500,000株 

ⅸ）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 

 

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。 

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１．平成18年３月８日開催の取締役会において、次のように株式分割を行うことを決議しております。 

(1)分割の方法 

   平成18年４月1日付をもって、平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録され

た株主の所有株式数を、普通株式１株につき３株の割合をもって分割する。 

(2)分割により増加する株式数 

    普通株式                  126,227,040株 

(3)配当起算日 

   平成18年４月１日 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度（第20期）における１株当たり情報及び当

期首に行われたと仮定した場合の当事業年度（第21期）における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおり

であります。 

第20期 
（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

第21期 
（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 154円35銭 １株当たり純資産額 222円08銭 

１株当たり当期純利益金額 25円03銭 １株当たり当期純利益金額 23円31銭 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

24円72銭 
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

22円62銭 

２．当社の平成18年６月28日開催の定時株主総会特別決議に基づき、業績向上に対するインセンティブとし

て当社及び当社関係会社の取締役及び社員に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

く新株予約権（ストックオプション）の付与を行います。 

 株式の種類          普通株式 

 新規発行の予定株数      1,500,000株（当社の取締役に対しては350,000株） 

 付与対象者          当社及び当社関係会社の取締役及び社員 

 行使期間           平成20年７月１日から平成28年６月27日まで 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 
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 新株予約権の取得事由及び条件 

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が承認された場合又は当社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

②新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社はその者

の有する新株予約権を無償で取得することができる。 

 （注）新株予約権１個当たりの払込みをすべき金額は、次により決定される１株当たりの払込価額（以下

「払込価額」という。）に新株予約権１個につき、割当てられる株式数を乗じた金額とする。 

    払込価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。 

    ただし、かかる金額が新株予約権発行日の前営業日の終値を下回る場合には、当該終値とする。な

お、新株予約権発行後、提出会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

分割・併合の比率 

    また、新株予約権発行日以後に、時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分（会社

法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普

通株式に転換される証券（すなわち、当社普通株式と引換えに当社により取得される証券）、もしく

は転換できる証券（すなわち、当社に対し、当該証券の取得と引換えに当社普通株式を交付すること

を請求できる証券）の転換（取得）、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

証券に付されたものを含む）の行使による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式

数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己

株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

    新規発行株式数×払込価額 
既発行株式数＋

新株式発行前の１株当たり株価 調 整 後 
＝

払込価額 
調 整 前 

× 
払込価額 既発行株式数＋新規発行株式数 

    また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、

払込価額は適切に調整されるものとする。 

３．当社の平成18年６月28日開催の定時株主総会特別決議に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストッ

クオプションとして、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストックオプ

ション）の付与を行います。 

 株式の種類          普通株式 

 新規発行の予定株数      20,000株 

 付与対象者          当社取締役 

 行使期間           平成18年６月29日から平成38年６月30日まで 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 新株予約権の取得事由及び条件 

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が承認されたとき及び当社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案又は株式移転の議案が承認されたときは、当社はかかる承認の日の翌日から30日

以内に行使されなかった新株予約権を無償で取得することができる。 

②当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。ただし、

この場合の消却手続きは新株予約権の行使期間終了後一括して行うことができる。 

  （注）新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、株式1株当たりの払込金額1円に、新株予約

権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。 

 




