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中間決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 22 日   

米国会計基準採用の有無： 無 
 
1. 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 9 月 30 日） 

(1)連結経営成績                                        (百万円未満切り捨て) 

 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  21,965 25.8 △6,907 ― △8,545 ―

17 年 9 月中間期 17,460 ― 2,799 594.5 2,515 548.2

18 年 3 月期 39,520 ― 2,948 ― 2,802 ―

 

 
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  △8,514 ― △153.52 ― 

17 年 9 月中間期 1,636 ― 32.80 32.29 

18 年 3 月期 2,450 ― 46.77 45.68 

（注）①持分法投資損益 18 年 9 月中間期  △1,346 百万円   17 年 9 月中間期  △5百万円  18 年 3 月期   407 百万円 

   ②期中平均株式数 18年 9月中間期 55,460,040 株 17年 9月中間期 49,904,640 株 18 年 3月期 52,394,902 株

③会計処理の方法の変更           無 

   ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2)連結財政状態                                                                        (百万円未満切り捨て) 

 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  55,346 18,997 21.7 216.30 

17 年 9 月中間期 59,952 20,765 34.6 377.46 

18 年 3 月期 64,742 21,286 32.9 383.81 

(注)期末発行済株式数 18年 9月中間期 55,460,040株 17年 9月中間期 55,013,040株 18年 3月期 55,460,040株 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                             (百万円未満切り捨て) 

 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  △3,288     433 △2,826 4,342 

17 年 9 月中間期 △7,883     134 24,548 19,261 

18 年 3 月期 △8,368 △7,877 23,174 9,394 

 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   40 社   持分法適用非連結子会社数  2 社   持分法適用関連会社数   4 社 

 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）    6 社    （除外） 3 社    持分法（新規）  2 社   （除外）   1 社 

 

2. 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 

当社及び当社企業グループにおける売上高ならびに経常利益・当期純利益は、投資事業からくる株式の評価損益及び

売却損益、ファンド等を運営管理することによる管理報酬、ならびにファンドの会計期間中に実現したキャピタルゲイ

ンに応じて得られる成功報酬などにより構成されております。その特性上、株式市場の変動による市況環境の影響が極

めて大きいため、平成 19 年 3 月期より、業績予想の公表に代えまして平成 18 年 5 月 29 日付で発表した「中期 3 カ年

事業計画」にて平成 19 年 3 月期売上高、経常利益、税引前利益の目標数字を開示させて頂いております。以後は状況

に応じた適宜な見直し、速やかな対応を行うことにより、適時開示の充実に努めて参ります。 



Ⅰ.企業集団の状況
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関係会社の状況 

議決権の所有（被

所有）割合 

名称 住所 資本金又は出資金 主要な事業の内容 所有割合

（間接）

（％） 

被所有

割合

（％）

（連結子会社）      

㈱ジェイ・アセット  東京都港区 50,000 千円 不動産の賃貸および管理業 100.0 ─ 

㈱テレサイクルサービス長

崎 
長崎県諫早市 80,000 千円 場外車券売場の施設運営・賃貸 （100.0） ─ 

㈱サテライト朝日  東京都千代田区 55,000 千円 場外車券売場の施設運営・賃貸 （54.6） ─ 

㈲エムイー・サービス・セブ

ン 
東京都港区 3,000 千円 不動産及び有価証券の保有等 100.0 ─ 

㈲麻布ブリッジキャピタ

ル・ワン  
東京都港区 3,000 千円 投資業 100.0 ─ 

J ファイナンス㈱ 東京都千代田区 10,000 千円 旅行クーポン業等 100.0 ─ 

㈲狸穴ブリッジキャピタ

ル・ワン  
東京都港区 3,000 千円 投資業 100.0 ─ 

Ｊ SINGAPORE INVESTMENT 

PTE.,LTD  
シンガポール 

22,000,001 ｼﾝｶﾞﾎﾟ

ｰﾙﾄﾞﾙ
投資業 100.0 ─ 

ROTOL SINGAPORE LTD シンガポール 
38,400,000 ｼﾝｶﾞﾎﾟ

ｰﾙﾄﾞﾙ
カーテンウオールの製造等 （57.3） ─ 

 〃その他連結子会社 7社 ─ ─ ─ ─ ─ 

小杉産業㈱ 東京都中央区 5,613,940 千円 繊維製品等の製造・販売・輸入 50.7 ─ 

㈱ミナミ  東京都千代田区 103,500 千円 スポーツ用品・衣料の製造販売 （100.0） ─ 

㈲ニーズ   東京都渋谷区 3,000 千円 衣料品の卸他 （100.0） ─ 

㈱グッドタイム  東京都中央区 80,000 千円 ニット製品の製造販売 （100.0） ─ 

㈱グレース南部  東京都中央区 22,000 千円 ニット製品の製造販売 （100.0） ─ 

㈱ファミリーウエイ  東京都中央区 10,000 千円 衣料品の小売 （100.0） ─ 

㈱ジェーエヌジェー  東京都中央区 10,000 千円 ライセンス管理 （70.0） ─ 

㈱コスギファッションネッ

ト 
東京都中央区 50,000 千円 物流業務 （100.0） ─ 

㈱タガラ  東京都渋谷区 50,000 千円 アパレルの企画・製造販売 （92.0） ─ 

㈱新潟コスギニット  
新潟県岩船郡関

川村 
10,000 千円 ニット製品の製造販売 （100.0） ─ 

㈱栃木コスギニット  栃木県矢板市 10,000 千円 ニット製品の製造販売 （100.0） ─ 

㈱コージツ  (注)1 兵庫県神戸市 1,065,161 千円 登山用品等の小売 （60.5） ─ 

㈱コージツフィッシング   兵庫県神戸市 10,000 千円 釣具用品の販売 （60.5） ─ 

㈱ツー・アンド・ワン(注)2 大阪府大阪市 206,000 千円 ゴルフウエアの企画・販売 （100.0）  

ＪＥＭ㈱  東京都千代田区 10,000 千円 電子部品の製造・販売 55.0 ─ 

㈲Ｊインシュランス  東京都港区 3,000 千円 保険代理業 （100.0） ─ 

三生興産㈱  静岡県伊東市 490,000 千円 場外車券売場の施設運営・賃貸 （100.0） ─ 

㈱ジェイ・ロジネット 東京都港区 50,000 千円 物流業 100.0 ─ 

㈱ジェイ・フィナンシャルホ

ールディングス  
東京都千代田区 10,000 千円 投資業 100.0 ─ 

キムラヤファンド (注)3 ─ 1,046,000 千円 匿名組合 
35.0 

（6.3） 
─ 

狸穴キャピタルファンド 

(注)3 
─ 565,600 千円 匿名組合 0.0 ─ 

ＪＢベンチャー企業再生フ

ァンド (注)3 
─ 820,000 千円 任意組合 （24.4） ─ 

ＪＢプロパティ㈱ 東京都千代田区 30,000 千円 不動産事業 66.7 ─ 

㈲ジェイ・ビー・ベイ 東京都港区 3,000 千円 投資業 100.0 ─ 

（持分法適用会社）     

麻布ファンド (注)3 ─ 100,000 千円 匿名組合 0.0 ─ 

白石興産㈱  宮城県白石市 80,000 千円 製麺加工業 
52.5 

（5.0） 
─ 

オートキューブ㈱ 韓国 3,965,065,000 ｳｵﾝ 車輌・部品販売等 26.4 ─ 

国際航業㈱  東京都千代田区 16,939,013 千円 技術サービス事業、不動産事業 29.1 ─ 



議決権の所有（被

所有）割合 

名称 住所 資本金又は出資金 主要な事業の内容 所有割合

（間接）

（％） 

被所有

割合

（％）

㈱タスコシステム (注)4 札幌市中央区 6,464,678 千円 飲食店舗の経営 18.5  

SIAM PLANET SATURN CO.,LTD タイ 30,000,000 ﾊﾞｰﾂ 電子通信機器製造・販売 （30.0） ─ 

 

（注） 

1. 平成 18 年 3月期において、持分法適用非連結子会社としておりましたが、重要性の拡大に伴い当中間連結会計期間より連結子会

社としております。同社は小杉産業㈱の連結子会社であります。 

2.  平成 18 年 5月に㈱ツー・アンド・ワンを取得致しました。同社は小杉産業㈱の連結子会社であります。 

3． 当中間連結会計期間より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会実務対応報告第 20 号 平成 18 年 9 月 8 日）を適用し、一部の投資事業組合等を連結の範囲に含め、または持分法を適用し

て連結財務諸表を作成しております。 

4．投資先であった㈱タスコシステムについて、株式の追加取得により当中間連結会計期間より持分法適用会社としております。 

5. 有限責任中間法人ジェービーシーワンは、持分の売却により連結対象子会社から外れました。 

6. ㈲港ブリッジキャピタル・ワンは、持分の売却により連結対象子会社から外れました。 

7. ジェイ・ベックス㈱は、株式の売却により連結対象子会社から外れました。 

 

当社グループは、当中間連結会計期間において中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社 40 社、持分法適用会社 6 社で構成されて

おり、投資・不動産・物流事業と、旅行クーポン事業及び繊維製品製造販売事業を行っております。 

■ 投資事業：当社の主力事業であり、投資先の事業活性化を目的として、経営にも関与するハンズオン型投資を実施しております。

また、主に子会社においてファンドを組成・管理し、自らも匿名組合等への出資を行い、コンサルティング業務等による手数料

収入を計上しております。 

■ 不動産事業：多くの案件情報をもとに中小型不動産の売買を行い、同時に主に子会社を通じて安定収益である不動産賃貸料収入

を計上しております。 

■ 物流事業：倉庫業法による許可を得て物品を倉庫に保管し、保管料、荷役料等を収受しており、貨物の保管に代えて、倉庫を賃

貸しその対価として賃貸料を収受しております。また、貨物運送取扱事業を登録しており、顧客の用に供する貨物運送の取扱い

を行いその対価として運送料を収受しております。 

■ 繊維製品製造販売事業：紳士外着、婦人外着、子供外着、肌着・ナイティなど各種繊維二次製品の製造及び販売を行っておりま

す。 

■ 旅行クーポン事業：ホテル・旅館等の顧客に対し、旅行宿泊券等の精算サービス事業を行っております。 

■ その他の事業：主にカーテンウォール事業を行っております。当事業につきましては、アルミ製外壁材（カーテンウォール）コ

ーティング塗装、デザイン、施工等の事業を実施しております。 

（平成 18 年 9月 30 日現在） 

 

 

 

 

 



Ⅱ.経 営 方 針 

（１）会社の経営の基本方針 

     当社グループは、以下の「ミッション・ステートメント」に基づき、企業活性化支援を推進して参ります。 

「ジェイ・ブリッジグループは、企業活性化のプロフェッショナル集団として、人材・金融手法・ノウハウを

駆使した企業活性化支援を推進し、日本経済の発展のため挑戦し続けます。また、世界の企業活性化支援事業へ

の投資機会を、国内外の投資家に提供し、新たな市場を創造していきます。そして、私たちの「誇り」と「持て

る力」のすべてを全力で注ぎ込み、投資家とマーケットをつなぐ も信頼のおける『架け橋』となることを目指

します。」 

 

当社グループの経営の基本方針は、十分潜在的な可能性がありながら、成長できていない企業の既存ビジネス

に人材・資金を投入し、活性化を支援することで、その潜在能力を顕在化させることにあります。既存ビジネス

の業界慣習を打ち破り、従来の発想に決して捉われない新たな経営システムが、企業活性化には必要不可欠であ

ると考えております。 

      当社グループが活性化支援の対象と考える企業は、例えば、「技術や人材は揃っているものの、資金面などの

問題で自らの成長モデルを描けない企業」であります。 

当社グループは、こうした企業に対し、資本・業務提携による資本の注入と、人材派遣やコンサルティングな

どを通じた支援先企業経営への積極的な関与により、既存事業の建て直しを図るのみにとどまらず、新たなビジ

ネスを創出し、さらにはシナジー効果を発揮させ、企業価値の向上を目指して参ります。 

      また、こうした支援先企業とは、あくまで友好的な関係を堅持し、共に成長し続けることが、当社グループの

基本方針であり理念であります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要政策の一つとして認識しております。 

当社は、新規投資事業に資金を備えるべく、今まで以上に内部留保を充実して財務基盤の強化を勘案すると

ともに、利益及びフリーキャッシュフローの 大化による株式価値の拡大が、株主の皆様への 善の還元策で

あると考えております。 

なお、会社の収益動向及び財務基盤等を勘案し、状況に応じて自社株買いによる株主還元の実施については

積極的に検討して参りたいと考えております。 

 

（３）目標とする経営指標 

当社グループは、株主重視の経営という観点から企業価値を高めるため、株主資本利益率（ＲＯＥ）を目標

とする経営指標としております。また、財務基盤を強化する観点から、安定的なフリーキャッシュフローによ

る負債ゼロ経営を目標とする経営指標としております。 

 

（４）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、2004 年 4 月から 2006 年 3 月末までの 2年間をグループ事業の第 1フェーズとして捉え、資金・人材

の投入による企業活性化支援ビジネスをコア事業に育てて参りました。 

今後における当社グループの展開としましては、経営方針として、2006 年 7 月 24 日に開示致しました「医療・

ヘルスケア周辺事業への進出に関するお知らせ」のとおり、「医療・介護福祉周辺事業の再生及び活性化支援」

などを中心とした「医療・ヘルスケア事業」を新たな成長戦略のコアとして位置づけており、これまで投資し

た企業群とのシナジーを発揮することで投資収益の拡大を図っていくことで、株主価値の 大化を目指してい

く方針であります。 



     

（５）会社の対処すべき課題 

 ① 収益の多角化 

当社グループは、平成 17 年 3月期より企業活性化支援ビジネスとして投資事業を新たに立ち上げ、投資先の

株式評価益・売却益による利益拡大を進めて参りました。投資事業におきましては、立ち上げ間もないという

こともあり、投資先の株式の評価益・売却益であるキャピタルゲインに依存する傾向にありましたが、株式市

場の予期せぬ変化による投資先株価の変動は、当社の資本コストの上昇、並びに収益の変動要因ともなってお

ります。このような状況を回避するため、今後、当社グループは、「医療・介護福祉周辺事業の再生及び活性化

支援」などを中心とした「医療・ヘルスケア事業」を新たな成長戦略のコアとして位置づけることにより、株

式市場の変動リスクに影響されないフィービジネスの拡大に注力して参ります。 

② 投資案件発掘の強化 

日本経済が回復基調になるとともに、競争の激化により、新規案件の発掘の強化が重要な課題となってきて

おります。今後は、従来の投資案件のネットワークを強化するのに加えて、新しい紹介先の発掘、及びグルー

プ企業内での投資情報の共有化により投資案件発掘を強化して参ります。 

③ 不動産事業の黒字化 

このところの不動産価格の上昇の追い風もあり、不動産投資売買による収益は好調に推移しておりますが、

場外車券場の運営及び賃貸事業についての業績が当初計画よりも下回ったため、不動産事業全体としては営業

赤字を計上するに至りました。 

今後は、上記施設の運営及び賃貸を行っております場外車券場の運営方針等を見直し、早期に不動産事業の

黒字化を目指して参ります。 

④ 専門性の高い人材の確保 

当社グループが推進する企業活性化支援ビジネスは、「専門性の高い人材」の確保が重要な課題となっており

ます。各グループ企業に必要なトップマネジメント・幹部クラスの人材、及びグループ経営を管理・推進する

上での管理部門の人材の採用と育成が必要不可欠であり、新人事評価制度の導入など継続的な人材確保を図っ

て参ります。 

 

（６）親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有しておりません。 



Ⅲ．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の本格的な改善を背景とした民間設備投資の増加や個人消費の 

改善及び雇用情勢に回復の広がりが見られるなど、デフレ経済からの脱却の兆しがみられ、緩やかながらも景気は回復 

基調で推移致しました。しかし、原油価格の高騰や日銀の量的緩和政策の終結による貸付金利の上昇懸念及び海外経 

済情勢等から、先行きに対する不安材料を払拭できない状況でございます。 

 投資業界におきましては、我が国の買収市場はここ数年急速な拡大傾向をみせており、５年ほど前と比べ実に10倍以 

上の規模に達し、近年継続して市場拡大を続けている状況にあります。この様な状況の中、当社連結グループにおける

投資事業におきましては、時代のニーズにあった企業活性化というコンセプトの基で、引き続き投資事業を行って参り

ました。しかし、前連結会計年度下期からの市場株価下落の影響を受け、その結果、前中間連結会計期間と比べ売上高

は大幅に減少致しました。 

不動産業界におきましては、不動産証券化市場の拡大等により、市場の底上げ・回復基調は続いている状況にありま 

す。また、場外車券場施設運営事業及び競輪施設賃貸事業におきましては、前連結会計年度より引続き３施設での運営

を行っております。この様な状況の中、当社連結グループにおける不動産事業におきましては、前中間連結会計期間と

比べ売上高は大幅に増加致しました。 

物流業界におきましては、顧客企業の物流合理化に加え、サプライチェーンマネジメントの進展による在庫の削減や、 

中国での生産拡大による国内貨物の減少などが加わり、より厳しい環境となりました。この様な状況の中、当社連結グ 

ループにおける物流事業におきましては、前中間連結会計期間と比べ売上高は減少致しました。 

繊維製品製造販売業界におきましては、衣料品消費に関して下げ止まり感があるものの未だ減少傾向にあり、厳しい

状況であります。春先から初夏にかけての低温や、九州地方から中部地方においての集中豪雨や長梅雨等による商況の

冷え込みにより、プロパー品とキャリー品（季越商品）とを加えた売上高は、当初計画に比べ大きく伸び悩んでおりま

すものの、前中間連結会計期間と比べ売上高は増加致しました。 

旅行クーポン業界におきましては、国内景気の回復を背景に、個人消費支出が上向きになり、旅行・宿泊の需要も堅

調であり、旅行クーポン券の取扱いも徐々に増加しております。この様な状況の中、当社連結グループにおける旅行ク

ーポン事業におきましては、前中間連結会計期間と比べ売上高は増加致しました。 

 

上記のように様々な業種を抱える持株会社として、グループ全体の収益改善、財務体質の向上・強化に向けて、連結 

財務諸表提出会社は、新株予約権付社債発行等で5,100百万円の資金調達を行いました。 

また同時に、投資事業の強化に向けて外部より証券・銀行・会計分野出身の専門性の高い人材の確保を積極的に進めて

参りました。 

当中間連結会計期間におきましては、このように連結財務諸表提出会社のもつ経営資源（人、不動産、資金）を 大

限に活用し、企業活性化を目的とした投資事業を実施して参りました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高が21,965百万円（前年同期比25.8％増加）となり、前

中間連結会計期間と比較して大幅な増収となりました。しかし、損益につきましては、営業損失6,907百万円（前年同

期は営業利益2,799百万円）、経常損失8,545百万円（前年同期は経常利益2,515百万円）、中間純損失8,514百万円（前年

同期は中間純利益1,636百万円）となり、いずれも当初の業績目標値には至りませんでした。 

   

  ①事業の種類別セグメントの業績 

（投資事業） 

  当社連結グループの中心事業であります、企業活性化を目的とした投資事業におきましては、有価証券の保有・ 



運用及び企業活性化を目的としたコンサルティング等を主力とし、投資事業を行って参りました。当中間連結会計

期間において投資事業の売上高は、営業貸付金利息 20 百万円、経営指導料収入 10 百万円、アセットマネジメント

業務委託契約に基づく手数料収入 3百万円等にとどまりました。また、前連結会計年度下期からの市場株価下落の

影響を受けたため、売上原価につきましては有価証券売却損・運用損等 4,517 百万円を計上致しました。 

その結果、当中間連結会計期間の投資事業における売上高 69 百万円（前年同期比 98.3％減）、営業損失 4,608

百万円（前年同期は営業利益 4,023 百万円）となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、不動産のバリューアップによるキャピタルゲインの獲得を目的として、連結財務諸

表提出会社は当中間連結会計期間において首都圏のビル等 6 物件を購入し、3 物件を売却致しました。これら物

件の売却により、連結財務諸表提出会社における不動産事業では 2,228 百万円の不動産売上高を計上致しました。

また、安定的収益である不動産賃貸料収入等 13 百万円を計上致しました。さらに、その他仲介手数料等を加え、

連結財務諸表提出会社における不動産事業の売上高 2,243 百万円となりました。 

連結子会社である㈱ジェイ・アセットについては賃貸料収入等 17 百万円を計上し、同様に㈱テレサイクルサー

ビス長崎についても施設運営事業者としての賃貸料収入等 64 百万円を計上しております。さらに、前連結会計年

度において子会社化致しました三生興産㈱についても賃貸料収入等 242 百万円を計上致しております。しかし、

連結子会社である㈱サテライト朝日につきましては営業開始以来、売上業績予定を下回っており、賃貸料収入等

97 百万円に留まっております。 

その結果、当中間連結会計期間の不動産事業における売上高 2,743 百万円（前年同期比 217.7％増）、営業損失

64 百万円（同 74.5％減）となりました。 

（物流事業） 

物流事業におきましては、前連結会計年度において分社型新設分割により、㈱ジェイ・ロジネットを分社化致し 

ました。前連結会計年度末から引続き、戸田・名古屋・船橋の計 3 営業所を営業の拠点としております。中でも 6 

月から営業を開始した船橋営業所については、移転前の習志野営業所に比べ倉庫面積が約 7.3 倍に増加致しました。

従来の一般保管並びに繊維・アパレル製品の検品を中心とした流通加工を行い、ジャスト・イン・タイムに即した

戦略による物流業を展開しております。しかしながら、移転当初、春先から初夏にかけての低温などの季節的要因

により主力とする繊維・アパレル製品の流通加工の売上額が当初見込んだ額より下回りました。 

その結果、当中間連結会計期間の物流事業における売上高 253 百万円（前年同期比 12.4％減）、営業損失 106 百

万円（同 1,077.4％増）となりました。 

（繊維製品製造販売事業） 

繊維製品製造販売事業におきましては、連結子会社である小杉産業㈱が、各種繊維二次製品の製造及び販売を行っ 

ております。同社は従来の委託販売によるビジネスモデルから、消費販売を主としたSPA型ビジネスモデル（アパレ 

ル商品を企画から生産、販売を一体化させた企業形態）への移行期にあり、抜本的なオペレーションの改革を進めて 

おります。前年度から進めてきたこの改革による流通在庫圧縮及び返品減少などの成果に加え、仕入先との協力関係 

強化による原価率の改善が進み、返品調整引当金控除前の売上総利益率は改善致しました。さらに、プロパー品（当 

期企画した商品）の販売でも前年を大きく上回り、利益率におきましても大幅に改善致しました。 

その結果、当中間連結会計期間の繊維製品製造販売事業における売上高 16,128 百万円（前年同期比 52.8％増）、

営業損失 1,392 百万円（同 411.7％増）となりました。 

（旅行クーポン事業） 

旅行クーポン事業におきましては、連結子会社である J ファイナンス㈱が、旅行クーポン買取事業を行っており、

堅調に営業実績を伸ばしております。 



その結果、当中間連結会計期間の旅行クーポン事業における売上高 2,604 百万円（前年同期比 77.6％増）、営業

利益 35 百万円（前年同期は営業損失 3百万円）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業におきましては、主に連結子会社である ROTOL SINGAPORE LTD.において、アルミ製外壁材コ

ーティング塗装、デザイン、施工等カーテンウォール事業を実施しております。 

その結果、当中間連結会計期間のその他の事業における売上高 166 百万円（前年同期比 16.5％増）、営業損失 92

百万円（同 509.3％増）となりました。 

 

②営業外収益及び費用 

営業外収益につきましては、主に受取地代家賃 153 百万円、貸付金からの利息である受取利息及び受取配

当金 76 百万円及び負ののれん償却 66 百万円を計上致しました。 

その結果、当中間連結会計期間において営業外収益 324 百万円（前年同期比 171.5％増）となりました。 

営業外費用につきましては、当中間連結会計期間において㈱タスコシステムに持分法を適用したこと等に

より生じた持分法による投資損失 1,346 百万円、金融機関等からの借入金に伴う支払利息 339 百万円及び不動

産賃借料 151 百万円を計上致しました。また、社債発行費 92 百万円が発生致しました。これは、連結財務諸

表提出会社において新規事業等の運営資金として 5,100 百万円の新株予約権付社債発行等を実施したことに

より発生したものであります。 

その結果、当中間連結会計期間において営業外費用 1,961 百万円（前年同期比 386.2％増）となりました。 

③特別利益及び損失 

   特別利益につきましては、連結財務諸表提出会社において固定資産を売却したことによる固定資産売却益127

百万円を計上し、連結子会社であったジェイ・ベックス㈱を売却したことによる関係会社株式売却益21百万円を

計上致しました。 

その結果、当中間連結会計期間において特別利益170百万円（前年同期比87.9％減）となりました。 

特別損失につきましては、営業用投資有価証券評価損384百万円、貸倒引当金繰入339百万円、小杉産業㈱にお

いて減損損失192百万円を計上致しました。また、連結財務諸表提出会社及び小杉産業㈱において固定資産除却

損116百万円を計上致しました。 

その結果、当中間連結会計期間において特別損失1,104百万円（前年同期比77.9％増）となりました。 

 

（2）財政状態 

   当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況におきましては、医療・介護福祉周辺事業の再生及び活性化支援、

不動産投資等を目的として新株予約権付社債発行等で資金の調達を行いました。その一方で、不動産事業におけ

る仕入れや国内外への投資及び有利子負債の返済等の結果、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前

連結会計年度末と比較し 5,052 百万円減少し、当中間連結会計期間末には 4,342 百万円となりました。 

    営業活動の結果、使用した資金は3,288百万円となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失が9,479

百万円と低迷し、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少等による支出を計上したことによるものです 

    投資活動の結果、増加した資金は 433 百万円となりました。これは主として、貸付金の回収及び有形固定資産

の売却による収入の増加、関連会社株式等の取得による支出によるものです。 

  財務活動の結果、使用した資金は2,826百万円となりました。これは主として、コマーシャルペーパーの発行や

社債の発行等による資金調達がありましたが、コマーシャルペーパーの償還や借入金の返済等を行ったことによる

ものであります。 



   当社グループのキャッシュ･フロー指標の推移は、以下のとおりであります。 

 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（%） 77.2 57.4 34.6 32.9 21.7

時価ベースの自己資本比率（%） 564.3 430.3 162.9 79.7 29.9

債務償還年数（年） △0.3 ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 177.5 69.5 ― ― ―

（注）自己資本比率    ：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率  ：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数    ：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ･フロー／利払い 

※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

※ 営業キャッシュ･フロー及び利払いは、連結キャッシュ･フロー計算書に計上されている「営業活動によるキ

ャッシュ･フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

 

（3）事業のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、当社グル

ープの事業等に関するリスクを全て網羅するものではありません。 

 

① 事業戦略について 

当社グループは、平成 17 年 3月期より企業活性化支援ビジネスとして投資事業を新たに立ち上げ、投資先

の株式評価益・売却益による利益拡大を進めて参りました。投資事業におきましては、株式市場の予期せぬ

変化による投資先株価の変動は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループが計

画する事業戦略や事業展開は、新規投資案件の有無によるため、当初の計画が予定通り実行できる保証はあ

りません。また、回避できない事情により企業提携及び投資等必要な行為が遅れた場合、あるいは有効な対

策を講じるのが遅れた場合、または何らかの理由によりこれらを実行し得なかった場合には、当社グループ

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 事業内容について 

(ア) 投資事業について 

           投資事業におきましては、既存事業とのシナジー効果や、投資先企業の中長期的な企業価値の向上を目

指して、経営にも関与するハンズオン型投資による事業拡大を目指しておりますが、多額の先行投資を要

し、対象企業を取り巻く事業環境の変化や投資先内部の経営環境の変化により、その投資資金の回収スケ

ジュールに影響を及ぼす可能性があります。また、投資事業の収益は株式市場の動向に大きく影響を受け

ることから、期待した利益をあげられる保証はありません。また、連結財務諸表提出会社の役職員が、投

資先企業の経営または業務を兼務する場合もあり、効率的でバランスのとれた経営資源の活用を行うこと

ができなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、商品有価証

券（売買目的有価証券）の株価に基づく商品有価証券運用益（評価益）については、購入の対象となった

上場会社の株価の変動等によって、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 



(イ) 不動産事業について 

  不動産事業におきましては、マクロ的な景気動向およびミクロ的な不動産市況に大きく左右されます。

不動産売買については投資収益率が高く、大都市圏を中心に流動性が高く、バリューアップの見込める物

件を中心に投資していく方針でありますが、長期金利や不動産市場動向の変動等により期待した利回りや

キャピタルゲインを獲得できない場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、不動産賃貸については、連結子会社である㈱テレサイクルサービス長崎、三生興産㈱等における

競輪の施設運営事業の家賃収入が大きなウエイトを占めておりますが、車券売上の減少等により、当社グ

ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (ウ) 物流事業について 

           物流事業におきましては、売上高が減少しております。このため、残存する営業倉庫については、新規

クライアントの獲得等により増収策を行うのと同時に、外注委託費の見直し、物流施設の集約化により収

益率の向上を目指しておりますが、これらの対策が実行し得ない可能性があります。 

また、物流事業においては、他人のために物品を倉庫に保管し、その対価として保管料、荷役料等を

収受しているため、倉庫業法の規制を受けております。そのため、当該法的規制の変更等があった場合

には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（エ）繊維製品製造販売事業について 

（Ａ）国内衣料消費や気象状況の動向によるリスク  

売上の大部分を国内の百貨店及びチェーンストアに対する売上に依存していることから、個人消費の

動向、特に衣料品消費の動向に左右されることが考えられます。また、外部環境の変化に対応した商品

企画に傾注しておりますが、特に冷夏暖冬等の気象状況の変化が市場動向を大きく左右することで商品

の売れ残りまたは相当の売上値引並びに売上返品が起き、当社グループの業績に影響を及ぼすリスクが

あります。 

さらに、小杉産業㈱の連結子会社で取扱うアウトドア用品及びスポーツ用品の各分野については、豪

雨、豪雪、台風による自然環境の大きな変化が、経営成績に影響を及ぼす場合があります。 

（Ｂ）自然災害や事故における生産リスク 

商品の大部分について協力メーカーに生産を委託しており、企画から納品まで随時生産状況の進捗を

確認しております。しかしながら、予想し得ない自然災害や事故等による欠品や納期遅れ等により、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（Ｃ）ブランドのライセンス供与中止等によるリスク 

ライセンスブランドは、ライセンサーとの密接な関係を保ちつつ、綿密な打ち合わせのもと企画生産

を行なっております。しかし、一方的なライセンス供与の中止や契約内容の大きな変更等により、当社

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。これらに伴う商品評価減や売上高の減少、返品

調整引当金増大などのリスクがあります。 

（Ｄ）品質管理に関するリスク 

厳しい品質管理基準に従って各種製品を提供しておりますが、予測し得えない品質トラブルや製造物

責任に関わる事故が発生した場合は、企業及びブランドイメージが損なわれ、当社グループの経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。 

（Ｅ）情報管理に関するリスク 

直営店及び百貨店等の店頭での顧客管理上、多くの個人情報を保有しております。これらの情報の管

理・取扱いについて、小杉産業㈱のコンプライアンス推進委員会で社内ルールを決定し、管理体制を整



え、万全を期しております。しかしながら、情報流出や漏洩が発生した場合は、当社グループの社会的

信用を低下させ、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (オ) 旅行クーポン事業について 

            旅行クーポン事業におきましては、景況感及び景気動向による消費者マインドに左右されるリスクがあ

ります。また、商慣行の変更により、大手旅行代理店が発行する旅行クーポンが廃止された場合に、重大

な影響を受ける可能性があります。さらに、その年度における天候によりましても、当社グループの経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 資金調達について 

当社グループは営業活動に必要な資金の調達を、金融機関からの借入による間接金融と、増資等の直接金

融にて行っておりますが、株式市況の変動や金利上昇により、当社グループの資金調達動向や経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

④ 海外事業について 

       当社グループは、シンガポールをはじめとする東南アジア地域において投資事業を展開しており、為替レー

トの変動により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが営業を行う地

域における経済成長の停滞や悪化、不安定な政治・経済情勢、投資活動に影響する法律や政策、取引慣行の変

更等により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（4）通期の見通し 

この先の見通しにつきましては、個人消費、設備投資の好転により景気は回復傾向となりましたが、企業間の合

併、買収により業界再編は進み、競争も一段と激化するものと予想されます。 

当社グループの方針としては、今後、医療・介護福祉周辺事業の再生及び活性化支援などを中心とした「医療・

ヘルスケア事業」を新たな成長戦略のコアとして位置付けていく予定であります。当該事業につきましては、地域

中核病院の支援を受けながら、当社グループのコアコンピタンスを活かし、その効果を十分に発揮できる不動産を

含む医療・ヘルスケア周辺事業に対し効率的な投資を行うことによる、新たな地域医療の活性化に向けた SRI（社

会的責任投資）に注力し、社会的貢献企業を目指して参ります。 

また、将来的には不動産を含む医療ヘルスケア周辺分野におけるコンサルティングビジネスや、給食、看護士等

の紹介派遣を含む人材サービスなど周辺事業の立ち上げも視野に入れており、これまで投資した企業群とのシナジ

ーを発揮することで収益の拡大を図っていく所存です。 

 当社及び当社企業グループにおける売上高ならびに経常利益・当期純利益は、投資事業からくる株式の評価損益

及び売却損益、ファンド等を運営管理することによる管理報酬、ならびにファンドの会計期間中に実現したキャピ

タルゲインに応じて得られる成功報酬などにより構成されております。その特性上、株式市場の変動による市況環

境の影響が極めて大きいため、平成 19 年 3月期より、業績予想の公表は差し控えさせて頂いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ中間連結財務諸表等

　1.中間連結貸借対照表

注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

増減（千円）
構成比
（％）

( 資 産 の 部 )

Ⅰ 流動資産

1 . 現金及び預金 ※2 19,301,313 5,996,367 10,941,734 

2 . 受取手形及び売掛金 ※2 4,393,845 4,180,265 4,153,077 

3 . 商品有価証券 ※2 3,240,073 735,624 3,320,327 

4 . 営業用投資有価証券 ※2,※3 9,600,517 1,110,021 4,840,379 

5 . 営業出資金 450,000 5,140,942 5,328,864 

6 . 販売用不動産 ※2 1,548,883 1,335,841 316,349 

7 . 商品 ※2 3,309,517 5,267,321 3,527,709 

8 . 買取債権 － － 486,000 

9 . 短期貸付金 1,789,163 3,489,327 5,057,559 

10 . 関係会社短期貸付金 ※2 205,000 356,328 205,000 

11 . 繰延税金資産 － － 37,600 

12 . その他 855,124 1,075,233 1,262,185 

13 投資損失引当金 － △1,273,429 － 

14 . 貸倒引当金 △80,961 △474,273 △120,322 

流動資産合計 44,612,478 74.4 26,939,569 48.7 △ 17,672,909 39,356,466 60.8

Ⅱ 固定資産

1 . 有形固定資産 ※1

(1) 建物 ※2 5,047,031 4,576,478 4,395,724 

(2) 土地 ※2 4,743,640 4,748,409 5,066,591 

(3) その他 ※2 506,089 10,296,760 812,595 10,137,482 △ 159,278 623,382 10,085,699 

2 . 無形固定資産

(1) 連結調整勘定 2,591,044 － 2,385,791 

(2) のれん ※7 － 3,987,328 － 

(3) その他 155,522 2,746,566 179,573 4,166,901 1,420,335 192,222 2,578,013 

3 . 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※2 1,201,475 3,113,509 1,786,567 

(2) 関係会社株式 ※2 204,914 7,876,839 8,863,449 

(3) 関係会社社債 158,800 175,300 170,500 

(4) 出資金 ※3 206,363 － 216,393 

(5) 差入保証金 ※2 － 3,124,562 1,920,654 

(6) 繰延税金資産 － 34,223 32,827 

(7) その他 668,367 337,910 308,267 

(8) 貸倒引当金 △143,026 2,296,894 △559,796 14,102,548 △576,327 12,722,332 

固定資産合計 15,340,222 25.6 28,406,932 51.3 13,066,710 25,386,045 39.2

資産合計 59,952,700 100.0 55,346,501 100.0 △ 4,606,199 64,742,513 100.0

区分 金額（千円）金額（千円） 金額（千円）

前事業年度の要約連結貸借対照表

(平成18年 3月31日)

対前中間期比
前中間連結会計期間末

(平成17年 9月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年 9月30日)



注記
番号

構 成 比
（ ％ ）

構成比
（％）

増減（千円）
構 成 比
（ ％ ）

(  負　債　の  部 )

Ⅰ 流動負債

1 . 支払手形及び買掛金 5,191,060 6,478,443 5,716,217 

2 . 未払金 126,210 970,809 579,250 

3 . ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾍﾟｰﾊﾟｰ 4,600,000 2,150,000 7,300,000 

4 . 短期借入金 ※2 15,258,434 9,599,756 12,156,727 

5 .
1年以内返済予定の長
期借入金

※2 1,480,798 1,716,307 749,826 

6 .
一年以内償還予定の
社債

－ 1,003,750 － 

7 . 未払法人税等 1,923,399 125,795 1,900,085 

8 . 繰延税金負債 778,800 430,493 434,862 

9 . 新株予約権 90,000 － 21,000 

10 . 賞与引当金 43,134 101,247 48,178 

11 . 返品調整引当金 536,387 476,918 556,069 

12 . ポイント引当金 － 125,752 132,098 

13 . 事業構造改善引当金 － 47,800 － 

14 . その他 926,257 1,620,937 1,712,123 

流動負債合計 30,954,484 51.6 24,848,011 44.9 △ 6,106,473 31,306,439 48.4

Ⅱ 固定負債

1 . 社債 150,000 150,000 150,000 

2 . 新株予約権付社債 － 4,500,000 － 

3 . 長期借入金 ※2 1,920,349 4,795,861 3,660,973 

4 . 退職給付引当金 1,560,930 1,440,257 1,423,944 

5 . 事業構造改善引当金 － 35,226 － 

6 . 長期未払金 － 263,452 1,192,694 

7 . 預り保証金 70,932 158,917 14,063 

8 . 繰延税金負債 － 89,421 175,067 

9 .
土地再評価に係る繰
延税金負債

519,964 － 291,718 

10 . その他 20,281 68,017 22,000 

固定負債合計 4,242,459 7.1 11,501,153 20.8 7,258,694 6,930,463 10.7

負債合計 35,196,943 58.7 36,349,164 65.7 1,152,221 38,236,902 59.1

( 少数株主持分 )

3,990,268 6.7 － 5,219,575 8.0

( 資　本  の  部 )

Ⅰ 資本金 8,590,190 14.3 － 8,665,286 13.4

Ⅱ 資本剰余金 7,893,960 13.2 － 7,968,609 12.3

Ⅲ 利益剰余金 2,902,179 4.8 － 3,446,031 5.3

Ⅳ 土地再評価差額金 305,421 0.5 － 425,210 0.7

Ⅴ 有価証券評価差額金 1,079,529 1.8 － 623,458 0.9

Ⅵ 為替換算調整勘定 － － 163,231 0.3

Ⅶ 自己株式 △5,792 △ 0.0 － △5,792 △ 0.0

資本合計 20,765,487 34.6 － 21,286,035 32.9

59,952,700 100.0 － 64,742,513 100.0

前中間連結会計期間末

(平成17年 9月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年 9月30日)

金額（千円）

前事業年度の要約連結貸借対照表

(平成18年 3月31日)

対前中間期比

負債、少数株主持分及び
資本合計

区分 金額（千円）金額（千円）

　少数株主持分



( 純　資　産　の　部 )

Ⅰ

1 . 資本金 － 8,665,286 － 

2 . 資本剰余金 － 7,968,609 － 

3 . 利益剰余金 － △4,642,759 － 

4 . 自己株式 － △5,792 － 

11,985,341 21.7

Ⅱ

1 .
その他有価証券評価
差額金

－ △98,625 － 

2 . 繰延ヘッジ損益 － △12,535 － 

3 . 為替換算調整勘定 － 122,012 － 

10,852 0.0

Ⅲ － 7,001,142 12.6 － 

－ 18,997,337 34.3 － 

－ 55,346,501 100.0 － 

少数株主持分

純資産合計

負債純資産合計

株主資本

株主資本合計

評価・換算差額等

評価・換算差額等合計



２.中間連結損益計算書

(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)

注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

増減（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 17,460,417 100.0 21,965,040 100.0 4,504,623 39,520,037 100.0

Ⅱ 売上原価 8,354,422 47.8 19,236,072 87.6 10,881,650 22,586,346 57.2

売上総利益 9,105,994 52.2 2,728,967 12.4 △6,377,027 16,933,691 42.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 6,306,216 36.1 9,636,829 43.9 3,330,613 13,985,202 35.3

営業利益 2,799,778 16.1 △6,907,861 △ 31.5 △9,707,639 2,948,488 7.5

Ⅳ 営業外収益

1 . 受取利息及び受取配当金 21,085 76,820 58,628 

2 . 持分法による投資利益 － － 407,128 

3 . 負ののれん償却額 － 66,152 － 

4 . 受取地代家賃 － 153,582 － 

5 . その他 98,281 119,366 0.7 27,481 324,036 1.5 204,670 196,375 662,133 1.7

Ⅴ 営業外費用

1 . 支払利息 309,139 339,501 628,851 

2 . 新株発行費 63,579 － 104,056 

3 . 株式交付費 － 2,887 － 

4 . 社債発行費 － 92,450 － 

5 . 持分法による投資損失 5,822 1,346,779 － 

6 . 不動産賃借料 － 151,167 － 

7 . その他 24,960 403,501 2.3 29,025 1,961,811 8.9 1,558,310 75,489 808,396 2.1

経常利益 2,515,642 14.5 △8,545,636 △ 38.9 △11,061,278 2,802,225 7.1

Ⅵ 特別利益

1 . 固定資産売却益 ※2 － 127,755 646,241 

2 . 貸倒引当金戻入益 116,080 － 87,591 

3 . 関係会社株式売却益 916,627 21,899 916,627 

4 . 投資有価証券売却益 233,453 2,141 1,663,743 

5 . 前期損益修正益 73,338 － － 

6 . その他 68,785 1,408,283 8.1 19,156 170,954 0.8 △1,237,329 149,230 3,463,435 8.8

Ⅶ 特別損失

1 . 固定資産除却損 ※4 40,433 116,117 86,609 

2 . 固定資産売却損 ※3 － 1,718 60,482 

3 . 営業所移転費用 ※5 － － 34,651 

4 . 関係会社株式売却損 27,887 － 27,887 

5 営業投資有価証券評価損 － 384,800 － 

6 . 投資有価証券評価損 － 11,786 85,599 

7 . 財務構造再編費用 ※6 263,200 － 263,200 

8 . 減損損失 ※8 232,716 192,625 1,001,955 

9 . 特別退職金 ※7 － － 156,129 

10 . 持分変動差損 － 25,608 58,359 

11 . 貸倒引当金繰入額 － 339,552 － 

12 . 前期損益修正損 33,800 － － 

13 . その他 23,061 621,099 3.6 32,768 1,104,977 5.0 483,878 191,326 1,966,201 5.0

税金等調整前中間(当
期）純利益

3,302,825 19.0 △9,479,660 △ 43.1 △12,782,485 4,299,458 10.9

法人税、住民税及び事業
税

1,876,662 77,457 2,329,477 

法人税等調整額 31,174 1,907,836 10.9 △61,980 15,477 0.1 △1,892,359 △566,043 1,763,434 4.5

少数株主利益又は少数株
主損失(△)

△241,887 △ 1.4 △981,135 △ 4.5 △739,248 85,753 0.2

中間(当期）純利益 1,636,876 9.5 △8,514,002 △ 38.7 △10,150,878 2,450,270 6.2

区分 金額（千円）金額（千円） 金額（千円）

前連結会計年度の要約連結損益計算
書

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

対前中間期比



　３.中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

注記
番号

　（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 3,144,616 3,144,616

Ⅱ 資本剰余金増加高

1. 新株予約権の行使 － 4,310,800

2. 増資による新株式の発行 4,749,344 513,193

3. 資本準備金取崩による増加高 2,184,506 6,933,850 2,184,506 7,008,499

Ⅲ 資本剰余金減少高

1. 資本準備金取崩額 2,184,506 2,184,506 2,184,506 2,184,506

Ⅳ 資本剰余金中間（期末）残高 7,893,960 7,968,609

　（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 1,461,355 1,461,355

Ⅱ 利益剰余金増加高

1. 中間（当期）純利益 1,636,876 2,450,270

2. 利益準備金取崩額による増加高 134,650 1,771,526 134,650 2,584,920

Ⅲ 利益剰余金減少高

1. 利益準備金取崩額 134,650 134,650

2. 連結範囲の変更に伴う
利益剰余金減少額 16,709 16,709

3.
利益剰余金から土地再評価差額金
への振替

－
149,753

4. 土地再評価差額金取崩額 179,342 330,702 299,132 600,244

Ⅳ 利益剰余金中間（期末）残高 2,902,179 3,446,031

区分 金額（千円） 金額（千円）

前中間連結会計期間 前連結会計年度
(自 平成17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3月31日)



中間連結株主資本等変動計算書
当中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高　　　　　 （千円） 8,665,286 7,968,609 3,446,031 △ 5,792 20,074,134

中間純損失（△） － － △ 8,514,002 － △ 8,514,002

土地再評価差額金取崩額 － － 425,210 － 425,210

株主資本以外の項目の当中間連結会
計期間中の変動額（純額） － － － － －

－ － △ 8,088,790 － △ 8,088,790

8,665,286 7,968,609 △ 4,642,759 △ 5,792 11,985,341

土地再評価
差額金

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整

勘定
評価・換算差

額等合計

425,210 623,458 － 163,231 1,211,900 5,219,575 26,505,609

中間純損失（△） － － － － － － △ 8,514,002

土地再評価差額金取崩額 － － － － － － 425,210

株主資本以外の項目の当中間連結会
計期間中の変動額（純額） △ 425,210 △ 722,083 △ 12,535 △ 41,219 △ 1,201,047 1,781,567 580,520

△ 425,210 △ 722,083 △ 12,535 △ 41,219 △ 1,201,047 1,781,567 △ 7,508,270

－ △ 98,625 △ 12,535 122,012 10,852 7,001,142 18,997,337

純資産合計

中間連結会計期間中の変動額

中間連結会計期間中の変動額合計（千円）

平成18年9月30日残高　　　　　 （千円）

平成18年3月31日残高　　　　　 （千円）

中間連結会計期間中の変動額

中間連結会計期間中の変動額合計（千円）

平成18年9月30日残高　　　　　 （千円）

株主資本

少数株主持分
評価・換算差額等



    4．中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前 連 結 会 計 期 間

(自 平成17年4月 1日 (自 平成18年4月 1日 対前中間期比 (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)

注記
番号

金 額 （ 千 円 ） 金 額 （ 千 円 ） 増減（千円） 金 額 （ 千 円 ）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 3,302,825 △ 9,479,660 4,299,458

減価償却費 195,506 377,663 415,839

連結調整勘定償却 107,335 ― 230,604

のれん償却額 ― 204,410 ― 

負ののれん償却額 ― △ 66,152 ― 

未払消費税等の増加・減少（△）額 △ 7,929 △ 265,564 ― 

未収消費税等の増加（△）・減少額 64,693 ― ― 

退職給付引当金の増加・減少（△）額 5,430 16,312 △ 377,525

貸倒引当金の増加・減少（△）額 △ 129,356 331,992 △ 99,934

受取利息及び受取配当金 △ 21,085 △ 76,820 △ 58,628

支払利息 309,139 339,501 628,851

投資有価証券評価損 ― 11,786 85,599

賞与引当金の増加・減少（△）額 △ 14,981 53,069 △ 9,938

その他引当金の増加・減少（△）額 ― △ 6,346 ― 

投資損失引当金の増加・減少（△）額 ― 1,263,429 ― 

商品有価証券の増加（△）・減少額 △ 330,764 2,584,630 △ 631,994

商品有価証券の評価益（△）・損 822,588 ― 1,035,769

営業用投資有価証券の増加（△）・減少額 △ 7,186,531 618,218 △ 3,879,152

営業用投資有価証券運用損 ― 1,399,705 ― 

営業用投資有価証券の評価損益 ― 384,800 ― 

営業出資金の増加（△）・減少額 ― 187,922 △ 4,900,000

預り保証金増加による収入 ― 25,410 ― 

持分法による投資損失 5,822 1,346,779 ― 

返品調整引当金の調整額 △ 911,970 △ 79,151 △ 892,288

投資有価証券売却益 △ 233,453 △ 2,141 △ 1,663,743

投資有価証券売却損 ― 167 ― 

売上債権の増加（△）・減少額 △ 499,043 545,810 220,427

買取債権の増加（△）・減少額 ― 486,000 △ 486,000

たな卸資産の増加（△）・減少額 △ 654,573 △ 960,288 2,148,866

前渡金の増加（△）・減少額 1,149,524 ― 1,231,019

その他の流動資産の増加（△）・減少額 49,844 ― △ 1,506,148

仕入債務の増加・減少（△）額 △ 1,950,638 △ 963,779 △ 2,345,374

その他の流動負債の増加・減少（△）額 △ 170,911 ― 336,717

固定資産売却益 ― △ 127,755 △ 646,241

固定資産売却損 ― 1,718 60,482

固定資産除却損 40,433 116,117 86,609

営業所移転費用 ― ― 34,651

減損損失 232,716 192,625 1,001,955

関係会社株式売却益 △ 916,627 △ 21,899 △ 916,627

関係会社株式売却損 27,887 ― ― 

株式交付費 ― 2,887 ― 

新株発行費用 63,579 ― 104,056

社債発行費用 ― 92,450 ― 

持分法投資利益 ― ― △ 407,128

持分変動差損 ― 25,608 58,359

その他 38,758 301,338 620,291

　　小     計 △ 6,611,778 △ 1,139,204 5,472,574 △ 6,221,168

利息及び配当金の受取額 19,452 30,254 29,373

利息の支払額 △ 282,710 △ 304,548 △ 604,184

法人税等の支払額 △ 1,008,770 △ 1,874,916 △ 1,538,031

営業所移転費用 ― ― △ 34,651

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 7,883,806 △ 3,288,415 4,595,391 △ 8,368,661

区分



Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △ 134,323 △ 2,768 △ 889,545

新規連結子会社等の取得による支出 1,199,302 △ 325,020 △ 1,396,423

連結子会社等の売却による資金の減少 1,147,326 △ 21,855 1,147,326

関連会社株式等の取得による支出 ― △ 2,075,000 △ 8,061,155

有形固定資産の取得による支出 △ 679,190 △ 199,275 △ 953,228

有形固定資産の売却による収入 721 1,535,888 4,772,551

出資金の返還による収入 ― ― 3,500

投資有価証券の売却による収入 380,478 3,027 2,278,095

関係会社社債の償還による収入 117,620 ― 117,620

差入保証金の払込による支出 △ 8,240 △ 104,662 △ 474,913

差入保証金の返還による収入 24,201 279,344 286,400

無形固定資産の取得による支出 △ 11,968 △ 25,369 △ 6,434

貸付による支出 △ 2,200,824 △ 780,859 △ 9,749,317

貸付金の回収による収入 604,646 2,233,199 4,888,006

定期預金の組入れによる支出 △ 40,000 △ 90,007 ― 

営業権の取得による支出 △ 100,000 ― △ 100,000

その他 △ 165,615 7,072 260,059

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,134 433,714 299,580 △ 7,877,458

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額 5,152,244 △ 2,927,288 1,253,598

長期借入金の返済による支出 △ 999,450 △ 1,143,986 △ 1,826,274

長期借入による収入 1,620,000 1,900,000 2,134,000

ＣＰ発行による収入 8,900,000 10,300,000 40,500,000

ＣＰ償還による支出 △ 4,300,000 △ 15,450,000 △ 33,200,000

長期未払金の返済支出 ― △ 924,018 ― 

社債の発行による収入 150,000 5,007,550 150,000

財務構造再編費用の支出 △ 263,200 ― △ 263,200

株式の発行等による収入 9,444,195 ― 9,593,940

少数株主からの払込による収入 4,851,921 427,112 4,851,921

少数株主に対する配当金支払 ― △ 15,959 ― 

自己株式の取得、売却による収支 △ 6,744 ― △ 6,744

その他 ― △ 262 △ 12,876

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,548,964 △ 2,826,852 △ 27,375,816 23,174,365

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 4,188 △ 3,684 504 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額・減少額（△） 16,795,103 △ 5,685,236 △ 22,480,339 6,928,247

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,466,210 9,394,457 6,928,247 2,466,210

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物等額 ― 632,800 632,800 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間（期末）残高 ※1 19,261,313 4,342,021 △ 14,919,292 9,394,457



5． 中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

(1)連結の範囲に関

する事項 

①連結子会社の数  25 社 

 連結子会社名 

㈱サテライト朝日、ジェイ

ベックス㈱、㈱ジェイ・アセ

ット、㈲エムイー・サービ

ス・セブン、㈱テレサイクル

サービス長崎、㈲港ブリッジ

キャピタル・ワン、㈲麻布ブ

リッジキャピタル・ワン、J

ファイナンス㈱、小杉産業

㈱、㈱トレイン、㈱グッドタ

イム、㈱グレース南部、㈱フ

ァミリーウエイ、㈱ジェーエ

ヌジェー、㈱コスギファショ

ンネット、㈱タガラ、㈱新潟

コスギニット、㈱栃木コスギ

ニット、ＪＥＭ㈱、㈲Ｊイン

シュランス、Ｊシンガポール

インベストメント PTE.,LTD、

㈲狸穴ブリッジキャピタ

ル・ワン、有限責任中間法人

ジェービーシーワン、その他

２社 

  連結会計年度末（平成 17

年３月 31 日）と比べて 17 社

増加し、２社減少致しまし

た。 

 

取得及び設立により増加し

た主な会社 

小杉産業㈱ 

ＪＥＭ㈱ 

㈲Ｊインシュランス 

Ｊシンガポールインベス

トメント PTE.,LTD 

㈲狸穴ブリッジキャピタ

ル・ワン 

 

 

 

 

 

②非連結子会社の数 0 社 

 

 

 

①連結子会社の数  40 社 

 連結子会社名 

    「Ⅰ.企業集団の状況」の

「関係会社の状況」に記載し

ております。 

  連結会計年度末（平成 18

年 3 月 31 日）と比べて 6 社

増加し、3社減少致しました。

 

 取得又は設立により増加し 

 た主な会社 

  ㈱コージツ 

㈱コージツフィッシング

㈱ツー・アンド・ワン 

会計処理方法の変更により

増加した主な会社（投資事業

組合等） 

キムラヤファンド（匿名組

合） 

狸穴キャピタルファンド

（匿名組合） 

ＪＢベンチャー企業再生

ファンド（任意組合） 

  売却により連結の範囲から

除いた主な会社 

  ジェイ・ベックス㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②非連結子会社の数 2 社 

 麻布ファンド（匿名組合） 

 白石興産㈱ 

  なお、非連結子会社の合計

の総資産、売上高、中間純利

益及び利益剰余金等の持分

に見合う額は、いずれも小額

であり、中間連結財務諸表に

及ぼす影響は軽微でありま

す。 

①連結子会社の数  37 社 

 連結子会社名 

  ㈱ジェイ・アセット、㈱テ

レサイクルサービス長崎、㈱

サテライト朝日、㈲エムイ

ー・サービス・セブン、㈲港

ブリッジキャピタル・ワン、

㈲麻布ブリッジキャピタル・

ワン、J ファイナンス㈱、ジ

ェイ・ベックス㈱、㈲狸穴ブ

リッジキャピタル・ワン、有

限責任中間法人ジェービーシ

ーワン、ＪSINGAPORE INVEST

MENT PTE.,LTD、ROTOL SINGA

PORE LTD、小杉産業㈱、㈱ミ

ナミ、㈲ニーズ、㈱グッドタ

イム、㈱グレース南部、㈱フ

ァミリーウエイ、㈱ジェーエ

ヌジェー、㈱コスギファッシ

ョンネット、㈱タガラ、㈱新

潟コスギニット、㈱栃木コス

ギニット、ＪＥＭ㈱、㈲Ｊイ

ンシュランス、三生興産㈱、

㈱ジェイ・ロジネット、㈱ジ

ェイ・フィナンシャルホール

ディングス、その他９社 

  なお、小杉産業㈱、三生興

産㈱、㈱ミナミ、

ROTOL SINGAPORE LTD他17社

は株式の取得により、㈱ジェ

イ・ロジネット、㈱ジェイ・

フィナンシャルホールディン

グス他４社は新規設立によ

り、㈲狸穴ブリッジキャピタ

ル・ワン他２社は重要性が増

したため当連結会計年度から

連結の範囲に含めておりま

す。 

  また、ジェイ・キャピタル

マネジメント㈱、JB インベス

トメントパートナーズ㈱は株

式の売却により、㈱トレイン

は清算により連結の範囲から

除いております。 
 

②非連結子会社の数 1 社 

 非連結子会社名 

㈱コージツ 

  なお、㈱コージツは平成 18

年２月に取得した株式であ

り、今期の連結財務諸表に及

ぼす影響は軽微であります。



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

(2)持分法の適用に

関する事項 

①持分法適用の関連会社 3 社

  オートキューブ㈱、白石興

産㈱、SIAM PLANET SATURN 

 CO.,LTD 

  白石興産㈱及び 

SIAM PLANET SATURN CO.,LTD

については、株式の取得によ

り当中間連結会計期間より

持分法を適用しております。

 

 

 

 

 
②持分法を適用していない非

連結子会社 

  

  

①持分法適用の関連会社 6 社

 非連結子会社        2 社

 麻布ファンド（匿名組合） 

 白石興産㈱ 

 関連会社        4 社

 オートキューブ㈱、国際航

業㈱、㈱タスコシステム、

SIAM PLANET SATURN CO., 

LTD. 

 ㈱タスコシステムについ

ては、株式の追加取得により

当中間連結会計期間より持

分法を適用しております。 

 
②持分法を適用していない非

連結子会社 

  

  

①持分法適用の関連会社 5 社 

非連結子会社       1 社 

㈱コージツ 

関連会社       4 社 

オートキューブ㈱、白石興産

㈱、SIAM PLANET SATURN CO., 

LTD、国際航業㈱ 

白石興産㈱、国際航業㈱、

SIAM PLANET SATURN CO.,LT

D、㈱コージツについては、

株式の取得により当連結会

計期間より持分法を適用し

ております。 

 

②持分法を適用していない非連

結子会社 

   

 

 
 

(3)連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する事

項 

連結子会社のうち小杉産

業㈱、㈱トレイン、㈱グッド

タイム、㈱ファミリーウエ

イ、㈱ジェーエヌジェー､㈱

コスギファションネット､㈱

新潟コスギニット､㈱栃木コ

スギニット及び㈱タガラの

中間決算日は 7 月 31 日であ

ります。中間連結財務諸表の

作成にあたっては、同中間決

算日現在の財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っ

ております。 

  連結子会社のうち、㈱グレ

ース南部の中間決算日は6月

30 日であります。中間連結財

務諸表の作成に当たっては、

6 月 30 日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調

整を行っております。 

  J シンガポールインベスト

メント PTE.,LTD の決算日は

12 月であるため、中間連結財

務諸表の作成にあたっては、

平成17年 9月 30日に仮決算

を行っております。 

それ以外の連結子会社の

中間決算日は、中間連結決算

日と一致しております。 

  連結子会社のうち小杉産

業㈱、㈱ミナミ、㈲ニーズ、

㈱グッドタイム、㈱ファミリ

ーウエイ、㈱ジェーエヌジェ

ー、㈱コスギファッションネ

ット、㈱タガラ、㈱新潟コス

ギニット、㈱栃木コスギニッ

ト、㈱ツー・アンド・ワンの

中間決算日は 7 月 31 日であ

ります。㈱グレース南部の中

間決算日は 6 月 30 日であり

ます。またキムラヤファンド

（匿名組合）については中間

決算日は 8 月 31 日でありま

す。中間連結財務諸表の作成

にあたっては、各社の中間

（決算）財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行って

おります。 

  ROTOL SINGAPORE LTD グル

ープの決算日は 12 月より 3

月に変更しております。また

㈱コージツ及び㈱コージツ

フィッシングの中間決算日

は 5 月 31 日であります。こ

れらの会社の中間連結財務

諸表の作成にあたっては、6

月 30 日にそれぞれ仮決算を

行っております。 

  また、ＪＢベンチャー企業

再生ファンド（匿名組合）の

中間決算日は 2 月 28 日であ

ります。中間連結財務諸表の

作成にあたっては 8 月 31 日

に仮決算を行っております。

連結子会社のうち小杉産

業㈱、㈲ニーズ、㈱ミナミ、

㈱グッドタイム、㈱ファミリ

ーウエイ、㈱ジェーエヌジェ

ー､㈱コスギファションネッ

ト､㈱新潟コスギニット､㈱

栃木コスギニット及び㈱タ

ガラの決算日は 1 月 31 日で

あります。連結財務諸表の作

成にあたっては、同決算日現

在の財務諸表を使用し連結

決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必

要な調整を行っております。

連結子会社のうち、㈱グレ

ース南部の決算日は 12 月 31

日であります。連結財務諸表

の作成に当たっては、同決算

日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結

上必要な調整を行っており

ます。 

ROTOL SINGAPORE LTD グ

ループの決算日は 12 月 31 日

であります。連結財務諸表の

作成にあたっては、同決算日

現在の財務諸表を使用し連

結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上

必要な調整を行っておりま

す。 

  それ以外の連結子会社の決

算日は、連結決算日と一致し

ております。 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

  それ以外の連結子会社の

中間決算日は、中間連結決算

日と一致しております。 

(4)会計処理基準に

関する事項 

(ｲ)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

売買目的有価証券 

   時価法（売却原価は移動

平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの･･･中間

連結会計期間末日の

市場価格等による時

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･･･総 

  平均法による原価法 

     なお、一部の子会社

については、移動平均

法による原価法 

 

 

 

 

 

 

 

②デリバティブ 

     時価法によっております。

③たな卸資産 

    販売用不動産･･･個別法に

よる原価法 

商品･･･主として 終仕入

原価法による原価法

によっておりますが、

季越商品については

販売可能価額まで評

価減を実施し、これに

よる評価減は売上原

価に算入しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 (ﾛ)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産 

   建物（附属設備を除 

く）については定額法、 

建物以外については定 

率法によっております。 

   なお耐用年数及び残存

(ｲ)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

売買目的有価証券 

   同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの･･･中間

連結会計期間末日の

市場価格等による時

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･･･総 

     平均法による原価法 

なお、一部の子会社

については、移動平均

法による原価法により

評価しております。 

    ただし、投資事業有

限責任組合及びこれに

類する組合への出資に

ついては、当該組合の

財産の持分相当額を計

上しております。 

②デリバティブ 

   同左 

 ③たな卸資産 

    販売用不動産 

    同左 

   商品･･･主として 終仕入

原価法による原価法

によっております

が、季越商品につい

ては販売可能価額ま

で評価減を実施し、

これによる評価減は

売上原価に算入して

おります。 

ただし、一部の子

会社については、総

平均法に基づく原価

法、売価還元法に基

づく原価法を採用し

ております。 

(ﾛ)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

(ｲ)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

売買目的有価証券 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの･･･期

末日の市場価格等に

よる時価法 （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･･･総 

  平均法による原価法 

     なお、一部の子会社 

については、移動平均

法による原価法 

            

 

 

 

 

 

 
②デリバティブ 

   同左 

③たな卸資産 

     販売用不動産 

同左 

商品･･･主として 終仕入

原価法による原価法

によっております

が、季節商品につい

ては販売可能価額ま

で評価減を実施し、

これによる評価減は

売上原価に算入して

おります。 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

価額は法人税法の定めと

同一の基準によっており

ます。 

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、社内にお

ける見込利用可能期間（5

年）による定額法によって

おります。 

 ③長期前払費用 

   定額法を採用しており

ます。ただし、償却年数に

ついては、法人税法に規定

する方法と同一の基準に

よっております。 

(ﾊ)重要な引当金の計上方法 

 ①貸倒引当金 

   中間連結会計期間末の

債権残高に対する貸倒れ

に備えるため、一般債権に

ついて、過年度の貸倒実績

率を基礎とした、将来の貸

倒見積率により、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。 

②返品調整引当金  

中間連結会計期間末日

後に予想される販売した

商品の返品による損失に

備えるため、中間連結会計

期間末前2ヶ月間の売上高

及び返品の実績率等を基

にして算出した損失見込

額を計上しております。 

③賞与引当金 

   従業員賞与の支給に備

えるため、支給対象期間基

準による計算を基礎に、将

来の支給見込額を加味す

る方法により計上してお

ります。 

④退職給付引当金 

   一部の連結子会社では、

従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間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。 

なお、従業員の退職給付

に備えるため、簡便法によ

り、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込

額に基づき当中間連結会

 

 

 

②無形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 ③長期前払費用 

   同左 

 

 

 

 

(ﾊ)重要な引当金の計上方法 

 ①貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②返品調整引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

③賞与引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 ④退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備

えるため、簡便法により、

当中間連結会計期間末に

おける退職給付債務の見

込額（自己都合により退職

する場合の中間期末要支

給額相当額）を計上してお

ります。 

   なお、一部の子会社につ

いては、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

 

 

 

②無形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

③長期前払費用 

  同左 

 

 

 

 

(ﾊ)重要な引当金の計上方法 

 ①貸倒引当金 

   期末の債権残高に対する

貸倒れに備えるため、一般

債権について、過年度の貸

倒実績率を基礎とした、将

来の貸倒見積率により、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。 

 

②返品調整引当金 

   連結会計年度末日後に予

想される販売した商品の返

品による損失に備えるた

め、連結会計年度末前 2ヶ

月間の売上高及び返品の実

績率等を基にして算出した

損失見込額を計上しており

ます。 

③賞与引当金 

   同左 

 

 

 

 
 

 ④退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備え

るため、簡便法により、連

結会計年度末における退職

給付債務の見込額（自己都

合により退職する場合の期

末要支給額相当額）を計上

しております。 

   なお、一部の子会社につ

いては、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計

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、当連結会計年度末



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

計期間末において発生し

ていると認められている

額を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤役員退職金引当金 

    

 

 

 

⑥ポイント引当金 

    

 

 

 

 

 

 

⑦事業構造改善引当金 
 

 

 

 

 

 (ﾆ)重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

    外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。 

在外子会社等の資産及び

負債は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

 

債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会

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

より発生年度から費用処

理をすることとしており

ます。 

数理計算上の差異は、各

期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（10 年）に

よる定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌

期から費用処理をするこ

ととしております。 

⑤役員退職金引当金 

    

 

 

 

⑥ポイント引当金 

ポイントカードにより

顧客に付与したポイント

の使用に備えるため、中間

連結会計期間末において

将来使用されると見込ま

れる額を計上しておりま

す。 

  ⑦事業構造改善引当金 

      事業構造改善に伴い、今

後発生が見込まれる店舗

閉鎖損などについて合理

的な見積り額を計上して

おります。 

(ﾆ)重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。 

在外子会社等の資産及び

負債は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて

計上しております。 

 

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

より発生年度から費用処

理をすることとしており

ます。 

数理計算上の差異は、各

期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（10 年）に

よる定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌

期から費用処理をするこ

ととしております。 

 

 

⑤役員退職金引当金 

   役員退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

⑥ポイント引当金 

ポイントカードにより

顧客に付与したポイント

の使用に備えるため、連結

会計年度末において将来

使用されると見込まれる

額を計上しております。 

 

⑦事業構造改善引当金 

 

 

 

 

 

(ﾆ)重要な外貨建の資産又は 

負債の本邦通貨への換算の 

基準 

外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

在外子会社等の資産及び

負債は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上して

おります。 

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

(ﾎ)重要なリース取引の処理方

  法 

  リース物件の所有権が借 

主に移転すると認められる 

もの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の

賃貸借取引に準じた会計処 

理によっております。 

 

(ﾍ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ

処理によっております。 

ただし、金利スワップ取

引については、特例処理の

要件を満たしている場合

は特例処理を採用してお

ります 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段… 

金利スワップ取引 

・ヘッジ対象… 

借入金の利息 

③ヘッジ方針 

   子会社の一部は、金利相

場の変動に伴うリスクを

ヘッジする目的でデリバ

ティブ取引を利用する方

針であり、短期的な売買差

益を獲得する目的（トレー

ディング目的）や投機目的

のために、単独でデリバテ

ィブ取引を利用すること

はしない方針です。また、

デリバティブ取引につい

ての基本方針は取締役会

で決定され、金利スワップ

取引の実行及び管理は経

理部が行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップ取引にお

いては、原則として、ヘッ

ジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、

ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フローの変動の累計額

とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動の累計額

とを比較し、その比率を基

礎に判断しておりますが、

特例処理の要件に該当す

ると判定される場合につ

いては有効性の判定を省

略しております。 

(ﾄ)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

a.消費税等の会計処理 

 (ﾎ)重要なリース取引の処理

方法 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(ﾍ) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

同左    

 

 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

   子会社の一部は、金利相

場の変動に伴うリスクを

ヘッジする目的でデリバ

ティブ取引を利用する方

針であり、短期的な売買差

益を獲得する目的（トレー

ディング目的）や投機目的

のために、単独でデリバテ

ィブ取引を利用すること

はしない方針です。また、

デリバティブ取引につい

ての基本方針は取締役会

で決定され、金利スワップ

取引の実行及び管理は財

務部が行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾄ)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

a.消費税等の会計処理 

(ﾎ)重要なリース取引の処理方 

  法 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(ﾍ) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

   子会社の一部は、金利相

場の変動に伴うリスクをヘ

ッジする目的でデリバティ

ブ取引を利用する方針であ

り、短期的な売買差益を獲

得する目的（トレーディン

グ目的）や投機目的のため

に、単独でデリバティブ取

引を利用することはしない

方針です。また、デリバテ

ィブ取引についての基本方

針は取締役会で決定され、

金利スワップ取引の実行及

び管理は経理部が行ってお

ります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ﾄ)その他連結財務諸表作成 

のための重要な事項 

a.消費税等の会計処理  



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

税抜き方式を採用し

ております。 

 

 

 

    b.営業用投資有価証券の 

会計処理 

    当社グループが M＆A

事業の営業取引として

営業投資目的で取得し

た有価証券については、

「営業用投資有価証券」

として「流動資産の部」

に計上しており、かつ、

その損益は、営業損益と

して表示することとし

ております。 

    なお、当該投資によ

り、一時的に営業投資先

の意思決定機関を支配

している要件、及び営業

投資先に重要な影響を

与えている要件を満た

すこともありますが、そ

の所有目的は営業投資

であり、傘下に入れる目

的で行われていないこ

とから、当該営業投資先

は子会社株式及び関連

会社に該当しないもの

とし、連結の範囲に含め

ておらず、また、持分法

も適用しておりません。

  ｃ.連結子会社が管理運営

する匿名組合の連結上

の取扱い 

    連結子会社である、㈲

   狸穴ブリッジキャピタ

ル・ワン、㈲港ブリッジ

キャピタル・ワン、㈲

麻布ブリッジキャピタ

ル・ワン等は、匿名組合

契約方式による投資事

業を行う営業者であり、

匿名組合の資産・負債及

び収益・費用は実質的に

営業者には帰属しない

ため、連結財務諸表規則

第5条 1項第2号の規定

に基づき連結の範囲か

ら除外しております。 

ｄ.投資事業組合等への出

資に係る会計処理 

 

  

       税抜き方式を採用し

ております。なお、控除

対象外消費税及び地方

消費税は、当期の費用と

して処理しております。

    b.営業用投資有価証券の 

会計処理 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｃ.連結子会社が管理運営

する匿名組合の連結上

の取扱い 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ.投資事業組合等への出

資に係る会計処理 

        子会社に該当する投

資事業組合等のうち連

結の範囲に含まれない

投資事業組合等への出

同左 

 

 

 

 

b.営業用投資有価証券の 

会計処理 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ.連結子会社が管理運営

する匿名組合の連結上

の取扱い 

連結子会社である、㈲

狸穴ブリッジキャピタ

ル・ワン、㈲港ブリッジ

キャピタル・ワン、㈲  

麻布ブリッジキャピタ

ル・ワン等は、匿名組合

契約方式による投資事

業を行う営業者であり、

匿名組合の資産・負債及

び収益・費用は実質的に

営業者には帰属しない

ため、連結財務諸表規則

第 5条 1項第 2号の規定

に基づき連結の範囲か

ら除外しております。 

ｄ.投資事業組合等への出

資に係る会計処理 

 

  



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

 至 平成 18 年 3月 31 日） 

資に係る会計処理は、投

資事業組合等の事業年

度の財務諸表又は事業

年度の中間会計期間に

係る中間財務諸表に基

づいて、当該組合等の純

資産及び収益・費用を当

社及び連結子会社の出

資持分割合に応じて、投

資有価証券(固定資産)

及び収益・費用として計

上しております。 

子会社に該当しない

投資事業組合等のうち

営業投資目的による投

資事業組合等への出資

に係る会計処理は、投資

事業組合等の事業年度

の財務諸表又は事業年

度の中間会計期間に係

る中間財務諸表に基づ

いて、当該組合等の純資

産及び収益・費用を当社

及び連結子会社の出資

持分割合に応じて、営業

用投資有価証券(流動資

産)及び収益・費用とし

て計上しております。 

子会社に該当しない

投資事業組合等のうち

営業投資目的以外の目

的による投資事業組合

等への出資に係る会計

処理は、投資事業組合等

の事業年度の財務諸表

又は事業年度の中間会

計期間に係る中間財務

諸表に基づいて、当該組

合等の純資産及び純損

益を当社及び連結子会

社の出資持分割合に応

じて、投資有価証券(固

定資産)及び営業外損益

（投資事業組合等損益）

として計上しておりま

す。 

(5)中間連結キャッ

シュ・フロー計算

書（連結キャッシ

ュ・フロー計算

書）における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ･フロー

計算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、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

短期投資からなっております。

      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

っております。 

 

 



重要な会計処理方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 3 月 31 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間から（「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。 

これにより税金等調整前中間純利

益が 232,716 千円減少しております。 

  なお、減損損失累計額については、 

 改正後の中間連結財務諸表等規則に

基づき該当する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) 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 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）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、12,008,730 千円でありま  

す。 

なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

 

（ストック・オプション等に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より「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。 

この変更に伴う損益への影響はあ

りません。 

 

（投資事業組合等への出資に係る会計

処理） 
営業投資目的による投資事業組合

等への出資に係る会計処理について

は、投資事業組合等の事業年度の財

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、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要指針」（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。

  これにより税金等調整前当期純利

益は 1,001,955 千円減少しておりま

す。 

  なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。 
 

 

 

  



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 3 月 31 日） 

務諸表に基づいて、当該組合等の純

資産及び収益・費用を当社及び連結

子会社の出資持分割合に応じて、営

業用投資有価証券・出資金及び収

益・費用として計上しておりました

が、当中間連結会計期間より、｢投資

事業組合に対する支配力基準及び影

響力基準の適用に関する実務上の取

扱い｣（企業会計基準委員会実務対応

報告第 20 号 平成 18 年９月８日）を

適用し、一部の投資事業組合等を連

結の範囲に含め、または持分法を適

用して連結財務諸表を作成しており

ます。 
これらの変更により、従来の会計

処理によった場合に比べ、売上高が

2,842 千円、営業損失が 223,918 千

円、経常損失が 194,555 千円、税金

等調整前中間純損失が 251,555千円、

中間純損失が 39,343 千円それぞれ増

加しております。また、従来の会計

処理によった場合と比べ、総資産が 
 1,644,755 千円増加しております。 
  なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

   至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1 日 

   至 平成 18 年 9 月 30 日） 
（中間連結貸借対照表関係） 

1． 前中間連結会計期間まで「受取手形」、「営業未収金」「売

掛金」は、それぞれ区分掲記しておりましたが、「営業未

収金」の金額的重要性が乏しくなったため、「受取手形及

び売掛金」として一括して表示しております。なお、当

中間連結会計期間末の残高は、「受取手形」691,222 千円、

「営業未収入金」129,012 千円、「売掛金」3,573,611 千

円であります。 

2． 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「前渡

金」（当中間連結会計期間末の残高は 434,608 千円）は、

資産の総額の 100 分の５以下となったため、流動資産の

「その他」に含めて表示することにしました。 

3． 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「営業

未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、「支払手

形及び買掛金」に含めて表示しております。なお、当中

間連結会計期間末の残高は、「支払手形」596,326 千円、

「営業未払金」28,059 千円、「買掛金」4,566,673 千円で

あります。 

 

  

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、「のれん」と表示しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間か

ら、「負ののれん償却額」と表示しています。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」及び「負ののれん償却額」と表示して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注記事項 

１. 中間連結貸借対照表関係 

前中間連結会計期間末 

（平成 17 年 9 月 30 日） 
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年 9 月 30 日） 
前連結会計年度末 

（平成 18 年 3 月 31 日） 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,200,399 千円 

 

※２ 担保資産および担保付債務 

   担保に供している資産は次のと 

おりであります。 

建物 4,576,293 千円 

構築物 13,799 千円 

土地 4,599,825 千円 

販売用不動産 1,460,909 千円 

商品有価証券 2,837,858 千円 

営業用投資有

価証券 
1,417,460 千円 

投資有価証券 651,626 千円 

関係会社株式 2,612,176 千円 

現預金 296,498 千円 

合計 18,466,445 千円 

担保付債務は次のとおりであり 

ます。 

短期借入金 16,553,274 千円 

長期借入金 2,006,308 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 営業用投資有価証券、出資金の

中には、当社及び当社子会社が運

営するファンドへの出資が以下の

とおり含まれております。 

  営業用投資有価証券 

キムラヤセレクト

再生ファンド 
300,000千円 

狸穴ブリッジファ

ンド 
360,000千円 

計 660,000千円 
     

出資金 

ＪＢベンチャー企

業再生ファンド 
206,363千円 

計 206,363千円 

 
４ 受取手形割引高 34,847 千円 

 
 ５ 偶発債務 

 （1）債務保証 

次の連結会社以外の会社等の

金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,523,362 千円

 

※２ 担保資産および担保付債務 

   担保に供している資産は次のと 

おりであります。 

現金及び預金 1,096,755 千円

商品有価証券 90,170 千円

販売用不動産 1,158,810 千円

建物 4,058,329 千円

構築物 117,684 千円

土地 3,860,926 千円

営業用投資有

価証券 
378,000 千円

投資有価証券 633,816 千円

関係会社株式 12,304,495 千円

合計 23,698,986 千円

担保付債務は次のとおりであり 

ます。 

短期借入金 7,262,956 千円

一年以内に返

済予定の長期

借入金 

1,260,323 千円

長期借入金 4,170,566 千円

買掛金 652 千円

このほか、使用貸借契約により借

入れた有価証券 170,100 千円のうち

162,540 千円を短期借入金 100,000

千円の担保として差入れておりま

す。 

 

※３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 受取手形割引高 633,958千円

 

５ 偶発債務 

 （1）債務保証 

次の連結子会社以外の会社等

の金融機関からの借入等に対し

債務保証を行っております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,763,289 千円

 

※２ 担保資産および担保付債務 

 下記の資産は買掛金 13,185 千

円、短期借入金 11,098,541 千円（一

年以内に返済すべき長期借入金を

含む）、長期借入金 3,096,319 千円

の担保に供しています。 

現金及び預金 876,679 千円

受取手形及び

売掛金 
49,358 千円

商品 604,263 千円

投資有価証券 750,732 千円

差入保証金 781,905 千円

建物及び構築

物 
3,637,062 千円

土地 3,752,826 千円

販売用不動産 285,171 千円

商品有価証券 2,365,350 千円

営業用投資有

価証券 
1,134,700 千円

関係会社株式 5,498,632 千円

関係会社短期

貸付金 
300,000 千円

合計 20,036,679 千円

 

 

 

 

 

※３ 営業用投資有価証券、出資金の

中には、当社及び当社子会社が運

営するファンドへの出資が以下の

とおり含まれております。 

  営業用投資有価証券 

キムラヤセレクト

再生ファンド 
299,238千円

狸穴ブリッジファ

ンド 
363,600千円

計 662,838千円

  
出資金 

ＪＢベンチャー企

業再生ファンド 
206,363千円

計 206,363千円
 

４ 受取手形割引高 723,732千円

 

５ 偶発債務 

 （1）債務保証 

次の連結子会社以外の会社等

の金融機関からの借入等に対し

債務保証を行っております。 

 



前中間連結会計期間末 

（平成 17 年 9 月 30 日） 
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年 9 月 30 日） 
前連結会計年度末 

（平成 18 年 3 月 31 日） 

保証先 
金  額 

(千円) 
内  容 

機動建設工

業㈱ 
1,000,000 借入債務 

小杉産業㈱

従業員 
19,780 借入債務 

計 1,019,780  

 

 

 
（2）損害賠償請求訴訟について 

① 平成 17 年５月 12 日、東京地

方裁判所において、原告㈱エヌ

ビーシーから、当社を被告とし

て、当社の旧保有の戸田営業所

の建物賃貸契約に係わる移転補

償料請求（請求額約１億 86 百万

円）が提起されました。 

しかしながら、当社はすでに

移転補償料として原告に１億円

を支払っており、合意により支

払い義務のある補償料は全額完

済したものと認識しておりま

す。 

当社としては、今回の提訴は

正当性の無いものと考えてお

り、今後裁判において当社の主

張が正しいことを明らかにする

所存であります。 

  ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証先 
金  額

(千円) 
内  容

白石興産㈱ 15,074
リース債

務 

㈱タスコシ

ステム 
2,000,000 借入債務

㈱TASCO キ

ャピタル 
51,967 仕入債務

計 2,067,041  

 

（2）損害賠償請求訴訟について 

  ① 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②株券引渡等請求訴訟について 

平成 18 年７月 10 日、東京地方

裁判所において、原告金田珠年か

ら、当社を被告として、平成 16
年７月 23 日の当社取締役会決議

に基づき実施した第三者割当増

資に関連して、当社株式 10 万株

にあたる株券の引渡しを求める

とともに、仮にそれができない場

合には株式１株あたり990円の割

合により算出した金員の支払等

を求める訴訟が提起されました。

      しかしながら、当社は過去に一

度も金田氏を割当先とする第三

者割当増資の発行決議をしたこ

とはなく、かつ、平成 16 年７月

23 日の発行決議に基づく新株式

の交付は全て当社が決議した割

当先に全株式を交付済であり、当

社が金田氏に株式を交付しなけ

ればならない法的根拠は全くな

いものと認識しております。な

お、当社は、本件に関しては、金

田氏を被告として別途債務不存

在確認訴訟を提起しております。

当社としては、今回の提訴は正

当性のないものと考えており、今

後裁判において当社の主張が正

しいことを明らかにする所存で

保証先 
金  額

(千円) 
内  容

機動建設工

業㈱ 
1,450,000 借入債務

㈱双葉 300,000 仕入債務

㈱TASCO キ

ャピタル 
22,994 仕入債務

白石興産㈱ 18,515
リース債

務 

計 1,791,509  

（2）損害賠償請求訴訟について 

①   

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



前中間連結会計期間末 

（平成 17 年 9 月 30 日） 
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年 9 月 30 日） 
前連結会計年度末 

（平成 18 年 3 月 31 日） 
 

 

 

 

 

あります。 

 

  ６ 消費寄託契約により貸付けてい

る関係会社株式が 796,472 千円

あります。 

 

※７ 負ののれん 

   564,798 千円を相殺して表示し

ております。 

 

 

  

 

２．中間連結損益計算書関係 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 3 月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なも 

 の 

給料 1,236,358 千円 

雑給 1,741,873 千円 

賞与引当金繰

入額 
40,455 千円 

役員退職慰労

引当金繰入額 
3,710 千円 

退職給付引当

金繰入額 
106,449 千円 

 

 
 

※２  

 

 

 

 

 

 

※３  

 

 

 

 

※４ 固定資産除却損の主な内容 

 

器具備品等 39,265 千円 

 

※５  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※６  

 
 

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なも 

 の 

給料 2,043,522 千円

雑給 1,696,111 千円

賃借料 1,015,101 千円

賞与引当金繰

入額 
86,305 千円

 

 

 

 

 

※２ 固定資産売却益の主な内容 

土地 127,755 千円

 

 

 

 

 

※３   

 

 

 

 

※４ 固定資産除却損の主な内容 

 

建物 65,412 千円

 

※５  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※６  

 
 

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なも 

 の 

給料 2,667,416 千円

雑給 3,461,618 千円

運搬費 1,143,967 千円

賞与引当金繰

入額 
96,339 千円

退職給付引当

金繰入額 
208,917 千円

 

 

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。 

   主に当社子会社である小杉産業

㈱の中央区日本橋堀留町及び大坂

市港区の土地・建物等の売却に伴

うものであります。 

 

※３ 固定資産売却損の主な内容は次

のとおりであります。 

   主に当社子会社である小杉産業

㈱の越谷市の土地・建物等の売却

に伴うものであります。 

※４ 固定資産除却損の主な内容は次

のとおりであります。 

器具及び備品 70,775 千円

 

※５ 営業所移転費用 

   当社子会社の小杉産業㈱の本社

及び商品センター移転費用の内訳

は次のとおりであります。 

器具及び備品除却

損 
6,846 千円

引越・移設・運搬 

費用等 
27,805千円

計 34,651千円

 
※６ 財務構造再編費用 

   当社子会社の小杉産業㈱が資本

増強策を実行するにあたり、①経

営改善に関する資本・負債構造の

再編を中心とした財務構造改善ス



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 3 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

※７  

 
 

 

 

 

 

 

 

※８ 減損損失 
    当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループ

について減損損失を計上致しまし

た。 

場所 用途 種類 

減損損

失（千

円） 

名古屋

市港区

木場町 

倉庫

設備 
土地 163,851 

茨木市

上穂積 

倉庫

設備 

土地

及び

建物 

 68,865 

   当社グループは、キャッシュ・

フローを生み出す 小単位として

事業所を基本単位としてグルーピ

ングしております。 

   営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスである資産グループ

及び土地等の時価の下落が著しい

資産グループについては、帳簿価

格を回収可能価額まで減額し、当

該減少額 232,716 千円を減損損失

として特別損失に計上致しまし

た。 

   その内訳は次のとおりでありま

す。 
建物 3,890 千円 

土地 228,826 千円 

計 232,716 千円 

   なお、資産グループごとの回収 

可能価額は、正味売却予想価額又 

は、路線価を基準に算定した時価 

により評価しています。 

 

 

 

 

 

 

 

※７  

 
 

 

 

 

 

 

 

※８ 減損損失 
    当中間連結会計期間において当

社子会社の小杉産業㈱グループは

以下の資産グループについて減損

損失を計上致しました。 

場所 用途 種類 

減損損

失（千

円） 

石川県

店舗

用資

産 

建物

附属

設備

等 

  6,280

東京都

他 

店舗

用資

産 

建物

附属

設備

等 

114,299

茨城県

他 

遊休

資産
土地  57,779

その他

本店

及び

事業

所 

電話

加入

権 

 14,267

当社子会社の小杉産業㈱グルー

プは、独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出す単位を 小単位とし

て、また、遊休資産等については

当該資産単位にグルーピングを行

っております。 

当中間連結会計期間において、

収益性の悪化等により退店または

移転の意思決定をした店舗に係る

固定資産、遊休資産については帳

簿価額と回収可能価額との差額

を、また、換金が見込めない電話

加入権については、帳簿価額全額

を減損損失として特別損失に計上

しております。 

なお、店舗用資産の回収可能価額

は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを 5.48％で

割り引いて算定しておりますが、回

収可能性が認められないものにつ

キームの策定、②資本提携先の発

掘、交渉及び実行、③取引金融機

関との交渉への助言、調整等のア

ドバイザリー業務にかかる支出で

あります。 

 

※７ 早期退職措置関連損失 

早期退職措置関連損失は、早期

退職特別優遇措置による退職者へ

の特別退職金等であり、内訳は次

のとおりであります。 

特別退職金 137,459 千円

再就職関連費用 18,670 千円

計 156,129 千円

 
※８ 減損損失 

当連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上致しまし

た。 

場所 用途 種類 

減損損

失（千

円） 

名古屋

市港区

木場町 

倉庫

設備 
土地 163,851

茨木市

上穂積 

倉庫

設備 

土地

及び

建物 

 68,865

浜松市

白鳥町 

倉庫

設備 

土地

及び

建物 

 55,111

山形県 

競輪

場外

車券

売場

施設 

土地

及び

建物

等 

642,325

その他 
事業

設備 

無形

固定

資産 

 71,801

当社グループは、キャッシュ・

フローを生み出す 小単位として

事業所を基本単位としてグルーピ

ングしております。 

営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスである資産グループ

及び土地等の時価の下落が著しい

資産グループについては、帳簿価

格を回収可能価額まで減額し、当

該減少額 1,001,955 千円を減損損

失として特別損失に計上致しまし

た。 

その内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 547,783 千円

構築物 4,096 千円

器具備品 12,576 千円



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 3 月 31 日） 

いては、残存帳簿価額の全額を減損

損失として計上しております。 

  また、遊休固定資産の回収可能価

額は固定資産評価額、不動産鑑定評

価額に基づいております。 

土地 365,697 千円

無形固定資産 71,801 千円

計 1,001,955 千円

なお、資産グループごとの回収

可能価額は、正味売却予想価額又

は、路線価を基準に算定した時価

により評価しています。 

 

３． 中間連結株主資本等変動計算書関係 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年 4月１日 至 平成 18 年 9 月 30 日) 

      （1）発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末株

式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式 

 普通株式 

 

55,475,069 

 

― 

 

― 

 

55,475,069 

合計 55,475,069 ― ― 55,475,069 

自己株式 

 普通株式 

 

    15,029 

 

― 

 

― 

 

    15,029 

合計     15,029 ― ―     15,029 

 

（2）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株)  新株予約権

の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会

計年度末

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結

会計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

（千円） 

平成 21年 7

月 20 日満

期無担保転

換社債型新

株予約権付

社債 

普通株式 ― 3,663,000 ― 3,663,000 ― 

2008年満期

ユーロ円建

無担保転換

社債型新株

予約権付社

債 

普通株式 ― 6,172,839 ― 6,172,839 ― 

提出会社 

ストックオ

プションと

しての新株

予約権 

  

 

 

 

― 

連結子会社 
 

 ― 

 

（3）配当に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

 

 

 



４. 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

     至 平成 18 年 3 月 31 日） 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

（平成 17 年 9 月 30 日現在） 

現金及び現金勘定 19,301,313 千円 

預入期間が 3 か月

を超える定期預金 
  40,000 千円 

現金及び現金同等

物 
19,261,313 千円 

 

 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

（平成 18 年 9 月 30 日現在）

現金及び現金勘定 5,996,367 千円

預入期間が 3 か月

を超える定期預金 1,654,345 千円

現金及び現金同等

物 
4,342,021 千円

 

 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

（平成 18 年 3月 31 日現在）

現金及び現金

勘定 
10,941,734 千円

預入期間が 3か

月を超える定

期預金 

 △1,547,277千円

現金及び現金

同等物 
9,394,457 千円

 

 

５. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 



注 記 

1. リース関係 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

２. 有価証券関係 

前中間連結会計期間末（平成 17 年 9月 30 日現在） 

（1）その他有価証券で時価のあるもの 

    取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株 式 1,995,746 3,887,422 1,891,676 

  

（2）時価評価されていない主な有価証券                          

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

①非上場株式   296,052 

②非上場外国債券   108,800 

③その他 6,154,517 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年 9月 30 日現在） 

（1）その他有価証券で時価のあるもの                                 

 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表

計上額（千円） 

差額（千円） 

①株 式 1,423,982 1,324,251  △99,731 

②その他    30,000    23,213   △6,786 

合計 1,453,982 1,347,464 △106,518 

  

（2）時価評価されていない主な有価証券 

    内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

①満期保有目的の債券  

 非上場国内債券   145,000 

 非上場外国債券   125,300 

②その他有価証券  

非上場株式   920,277 

匿名組合出資金 1,860,789 

    （注）当中間連結会計期間において、匿名組合出資金について 1,282,000 千円減損処理を行っております。 

 

前連結会計年度末（平成 18 年 3月 31 日現在） 

（1）その他有価証券で時価のあるもの                                 

 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上

額（千円） 

差額（千円） 

①株 式 2,446,344 3,191,047 744,702 

②その他    30,000    30,000     ― 

合計 2,476,344 3,221,047 744,702 

  

 

 

 

 



（2）時価評価されていない主な有価証券 

    内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

①満期保有目的の債券   

 非上場国内債券    50,000 

 非上場外国債券   120,500 

②その他有価証券  

非上場株式   791,794 

匿名組合出資金 1,973,438 

その他   640,666 

 

３．デリバティブ取引関係 

  ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

４．ストック・オプション等関係 

   ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 ５． セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

(1)前中間連結会計期間（自平成 17 年 4月 1日 至平成 17 年 9 月 30 日）  

 物流事

業 

（千円） 

不動産事

業 

（千円） 

投資事業 

（千円） 

旅行クー

ポン事業

（千円）

繊維製品製

造販売事業

（千円） 

その他の

事業 

（千円）

計 

（千円） 

消去又は

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高 

（1）外部顧 

客に対す 

る売上高 

（2）セグメ 

ント間の 

内部売上 

高 又 は 振

替高 

 

289,358 

 

 

 

 

― 

 

863,470 

 

 

 

 

― 

 

4,209,428 

 

 

 

 

― 

1,466,010

―

10,555,430

―

76,718

66,206

 

17,460,417 

 

 

 

 

66,206 

―

（66,206）

17,460,417

―

計 289,358 863,470 4,209,428 1,466,010 10,555,430 142,924 17,526,623 （66,206） 17,460,417

営業費用 298,366 1,117,424 186,292 1,469,496 10,827,616 158,028 14,057,225  603,413 14,660,639

営業利益 △9,008 △253,954 4,023,135 △3,485 △272,185 △15,103 3,469,397 △669,619 2,799,778

（注）1.事業区分の方法 

    事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   2.各区分に属する主要な製品 

事業区分 事業内容 

物流事業 保管、荷役、倉庫賃貸、運送事業 

不動産事業 不動産売買、不動産賃貸料収受 

投資事業 有価証券の保有及び運用 

旅行クーポン事業 旅行宿泊券、観光券等のサービス事業 

繊維製品製造販売事業 各種繊維二次製品の製造販売事業 

その他の事業 健康食品の輸入販売等 

3.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 560,432 千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。 

     4.事業区分の新設 

事業区分については、従来４区分していましたが、当中間連結会計期間より営業譲受及び新規連結に伴い「旅

行クーポン事業」及び「繊維製品製造販売事業」の２区分を新設し、計６区分としております。 

 

  (2)当中間連結会計期間（自平成 18 年 4月 1日 至平成 18 年 9月 30 日） 

 物流事業 

（千円） 

不動産事

業 

（千円）

投資事業 

（千円） 

旅行クー

ポン事業

（千円）

繊維製品製

造販売事業

（千円） 

その他の

事業 

（千円）

計 

（千円） 

消去又は

全社 

（千円）

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高 

（1）外部顧 

客に対す 

る売上高 

（2）セグメ 

ント間の 

内部売上 

高又は振

替高 

 

253,253 

 

 

 

 

― 

2,743,397

―

 

68,883 

 

 

 

 

645 

2,604,298

―

16,128,684

―

166,523

―

 

21,965,040 

 

 

 

 

645 

―

（645）

21,965,040

―

計 253,253 2,743,397 69,529 2,604,298 16,128,684 166,523 21,695,686 （645） 21,965,040

営業費用 359,314 2,808,159 4,678,293 2,569,170 17,521,528 258,551 28,195,017 677,884 28,872,902

営業利益 △106,060 △64,762 △4,608,763 35,127 △1,392,844 △92,028 △6,229,331 △678,530 △6,907,861

注）1.事業区分の方法 

    事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 

 



   2.各区分に属する主要な製品 

事業区分 事業内容 

物流事業 保管、荷役、倉庫賃貸、運送事業 

不動産事業 不動産売買、不動産賃貸料収受 

投資事業 有価証券の保有及び運用 

旅行クーポン事業 旅行宿泊券、観光券等のサービス事業 

繊維製品製造販売事業 各種繊維二次製品の製造販売事業 

その他の事業 カーテンウオールの製造等 

3.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 678,530 千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。 

  4.会計処理方法の変更 

    中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載のとおり、当中間連結会計期間より、「投資事業組合

に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い｣（企業会計基準委員会実務対応報告第 20

号 平成 18 年９月８日）を適用しております。 

    この結果、従来の会計処理によった場合と比べ、「投資事業」の売上高が 2,842 千円増加し、営業損失が  

223,918 千円増加しております。 

  

(3)前連結会計年度（自平成 17 年 4 月 1日 至平成 18 年 3 月 31 日）  

 物流事

業 

（千円） 

不動産事業 

（千円） 

投資事業 

（千円） 

旅行クー

ポン事業

（千円）

繊維製品製

造販売事業

（千円） 

その他

の事業

（千円）

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高 

（1）外部顧客に

対する売

上高 

（2）セグメント

間の内部

売上高又

は振替高 

 

574,536 

 

 

5,156 

 

 

 

 

3,539,961 

 

 

― 

 

 

 

5,349,649

57

4,380,306

―

25,565,301

―

110,282

99,940

 

39,520,037 

 

 

105,154 

 

 

 

―

△105,154

39,520,037

―

計 579,693 3,539,961 5,349,707 4,380,306 25,565,301 210,222 39,625,192 △105,154 39,520,037

営業費用 584,579 3,548,650 542,300 4,370,894 25,863,768 216,677 35,126,870 1,444,678 36,571,549

営業利益 △4,886 △8,688 4,807,406 9,411 △298,467 △6,454 4,498,321 △1,549,833 2,948,488

（注）1.事業区分の方法 

    事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   2.各区分に属する主要な製品 

事業区分 事業内容 

物流事業 保管、荷役、倉庫賃貸、運送事業 

不動産事業 不動産売買、不動産賃貸料収受 

投資事業 有価証券の保有及び運用 

旅行クーポン事業 旅行宿泊券、観光券等のサービス事業 

繊維製品製造販売事業 各種繊維二次製品の製造販売事業 

その他の事業 健康食品の輸入販売等 

   3.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,549,833 千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。 

   4.事業区分の新設 

    事業区分については、従来 4区分していましたが、当連結会計期間より営業譲受及び新規連結に伴い「旅行ク

ーポン事業」及び「繊維製品製造販売事業」の 2区分を新設し、計 6区分としております。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

(1)前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年９月 30 日） 



本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店による売上がないため、該当事項はありま

せん。 

 

(2) 当中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年 4

月 1日 至平成 18 年 3月 31 日） 

    本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

ｃ．海外売上高 

      前中間連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年 9月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 18 年４月

１日 至平成 18 年 9 月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

     海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（1株当たり情報） 

 (注) １株当たり中間（当期）純利益（純損失）金額及び潜在株式調整後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。 

     

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 １日

  至 平成 17年 9月 30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 １日

  至 平成 18年 9月 30日）

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 １日

  至 平成 18年 3月 31日）

1 株当たり中間（当期）純

利益（純損失）金額 

中間（当期）純利益（純

損失△）（百万円）      

1,636 △8,514 2,450

普通株主に帰属しない

金額（百万円）     

          －            －           － 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（純損失△）

（百万円） 

1,636 △8,514 2,450

期中平均株式数（千株）  49,904 55,460 52,394

  

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金額 

 

中間（当期）純利益調整

額（百万円） 

－ － －  

普通株式増加数（千株） 783 － 1,246

（うち新株予約権）   （783） （－） （1,246）

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  

平成 17 年 6 月 29 日株主総

会決議、平成 17 年 7 月 28

日取締役会決議によるスト

ックオプション 

（新株予約権の数1,000個）

平成 16 年 6 月 15 日株主総

会決議、平成 16 年 6 月 15

日取締役会決議によるスト

ックオプション 

（新株予約権の数 949 個）

平成 17 年 6 月 29 日株主総

会決議、平成 17 年 7 月 28

日取締役会決議によるスト

ックオプション 

（新株予約権の数 832 個）

平成 21 年 7 月 20 日満期無

担保転換社債型新株予約権

付社債 

（新株予約権の数 20 個） 

2008 年満期ユーロ円建無担

保転換社債型新株予約権付

社債 

（新株予約権の数 50 個） 

平成 17 年 6 月 29 日株主総

会決議、平成 17 年 7 月 28

日取締役会決議によるスト

ックオプション 

（新株予約権の数 998 個）

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

   至 平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

   至 平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

   至 平成 18 年 3 月 31 日） 
1 株当たり純資産額 377.46 円 1 株当たり純資産額 216.30 円 １株当たり純資産額 383.81 円

1 株当たり中間純利 

益金額 
32.80 円 

1 株当たり中間純損

失金額 
153.52 円

１株当たり当期純利 

益金額 
46.77 円

潜在株式調整後１ 

株当たり中間純 

利益金額 
32.29 円 

潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額については、潜在株式が存在する

ものの1株当たり中間純損失であるた

め、記載しておりません。 

潜在株式調整後１ 

株当たり当期純 

利益金額 
45.68 円



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

1．持株会社化の基本方針決定及び物流

部門分社化 
   当社は平成 17年 10月 1日付で持

株会社に移行するという基本方針

を決定し、同日当社の物流部門を会

社分割致しました 
  (1)持株会社化について 
   ①持株会社化の目的 

    当社は、従来からの物流事業

に加え、企業活性化を目的とし

た投資事業を急速に立ち上げ

てきており、これに付随した子

会社の設立、M&A による関連

企業も増加していることから、

管理体制・グループ統括体制の

強化が課題となっております。  
今回、当社が持株会社に移行

する目的は、各事業部における

責任の明確化を図り、当社グル

ープ全体の経営効率改善を図

り、競争力と成長力を高めるこ

とにあります。 
      ②持株会社化の内容  

具体的には、物流部門、不動

産事業部及び証券運用部の事

業について、それぞれ株式会社

ジェイ・ロジネット（新設会

社）、株式会社ジェイ・アセッ

ト、J ファイナンス株式会社に

移管する予定でございます。な

お、物流部門の分社化の詳細に

ついては、下記のとおりです。 
  (2)物流部門の分社化について 
   ①会社分割の要旨 
    ｲ.分割の日程  

分割計画書承認取締役会: 
  平成 17 年 8 月 9 日  
分割期日: 

          平成 17 年 10 月 1 日 
        ﾛ.分割方式 
           当社を分割会社とし、株式

会社ジェイ・ロジネットを新

設会社とする分社型新設分

割です。簡易新設分割で、株

主総会の承認を得ない分割

を行います。 
    ﾊ.株式の割当て  

当社に、株式会社ジェイ・

ロジネットの株式1,000株全

てを割当てします。 
        ﾆ.分割交付金 

分割交付金の支払はあり 
ません。 

        ﾎ.承継会社が承継する権利義 
           務 

      株式会社ジェイ・ロジネ

1.新株予約権及び無担保転換社債型新株

予約権付社債の発行 

   当社の関連会社である株式会社タス

コシステムは、平成18年10月６日開催

の取締役会において、下記のとおり、

新株予約権及び無担保転換社債型新株

予約権付社債の発行を決議し、平成18
年10月25日に払込が行われました。 

a.第三者割当による新株予約権の発行 

(1)本新株予

約権の名

称  

株式会社タスコシステ

ム第３回新株予約権

（以下「本新株予約権」

という）  

(2)本新株予

約権の総

数  

326個  

(3)本新株予

約権の払

込金額 

35,501,400円とする。 

(4)募集の方

   法 

第三者割当の方法によ

り、326個をソレイユキ

ャピタル株式会社に割

り当てる。 

(5)本新株予

約権の目

的である

株式の種

類および

数 

本新株予約権の目的で

ある株式の種類および

総数は同社普通株式

32,600株とする(本新

株予約権1個の目的で

ある株式の数(以下「割

当株式数」という。)は

100株とする。)。ただ

し、割当株式数が調整

される場合には、本新

株予約権の目的である

株式の総数は調整後割

当株式数に応じて調整

されるものとする。 

(6)各本新株

予約権の

払込金額

本新株予約権1個当た

り108,900円(本新株予

約権の目的である株式

1株当たり1,089円) 

(7)本新株予

約権の行

使に際し

て出資さ

れる財産

の価額 

本新株予約権1個の行

使に際して出資される

財産の価額は、行使価

額(以下に定義する。)

に割当株式数を乗じた

額とする。本新株予約

権の行使により同社が

同社普通株式を新たに

発行し、またはこれに

代えて同社の有する同

社普通株式を移転する

場合における株式1株

当たりの払込金額(「行

使価額」という。)は、

平成18年10月5日木曜

1.ストックオプション（第 3回新株予

約権）の発行条件等の決定 

   当社の子会社である小杉産業株

式会社は、商法第280 条ノ20 なら

びに第280 条ノ21 の規定に基づき、

平成18年4月27日開催の定時株主総

会において決議いたしました新株

予約権の具体的な発行内容につい

て、同日、引き続き行なわれた取締

役会において、下記のとおり決定い

たしました。 

(1)新株予約権の発行日 平成18年4

月27日 

(2)新株予約権の発行数  2,000個

（新株予約権1個につき 1,000

株） 

(3)新株予約権の発行価額  無償

とする。 

(4)新株予約権の目的たる株式の種

類及び数 同社普通株式

2,000,000株 

(5)新株予約権の行使に際して払込

価額 

  １株につき194円 

(6)新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額   

388,000,000円 

(7)新株予約権の行使期間 平成20

年5月1日から平成25年4月30日

まで 

(8)新株予約権の行使により新たに 

同社普通株式を発行する場合の

発行価額のうち資本に組み入れ

ない額 

 1株につき97円 

 (9)割当対象者の人数及び内訳 

割当対象者 人数 割当数

同社の取締

役 

9名 1,360個

同社の監査

役 

3名 60個

同社の従業

員 

14名 580個

合 計 26名 2,000個

 

２.ストックオプション（第4回新株予

約権）の発行条件等の決定 

当社の子会社である小杉産業株

式会社は、平成18年4月27日開催

の取締役会において、平成17年7

月26日開催の同社臨時株主総会

で承認されました商法第280 条ノ

20 ならびに第280 条ノ21 の規定

に基づき、ストックオプションと

して発行する新株予約権の具体

的内容について決議いたしまし



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

ットは、土地の所有権およ

び地上権ならびに建物の所

有権を除き、下記の営業所

において行っている物流事

業に関する資産、負債およ

びこれに付随する取引契

約・雇用契約（これに付随

する契約も含む）等一切の

権利義務ならびに契約上の

地位およびこれに基づく権

利義務を承継します。  
本社 （物流事業部）  
戸田営業所  
千葉営業所  
名古屋営業所 中切倉庫 

       ﾍ. 債務履行の見込み 
            当社および新設会社は、負

担すべき債務の履行の確実性

には問題がないと判断致しま

した。 
   ②承継会社（新設会社）の概要 
       ｲ．商号：株式会社ジェイ・ロジ

ネット 
    ﾛ．事業内容：物流事業 
       ﾊ．設立年月日：平成 17 年 10 月

1 日 
       ﾆ．本店所在地：東京都港区赤坂

2 丁目 17 番 7 号

赤坂溜池タワー 
9 階 

       ﾎ．資本金：5 千万円 

 

２.国際航業株式会社の株式取得 
当社は、国際航業株式会社（東証

１部上場 コード 9231）の株式（発

行済株式数の 27.87％）の取得に関し

て、平成 17 年 10 月 3 日付で、蛇の

目ミシン工業株式会社と有価証券売

買契約を締結致しました。 
（1）株式取得の概要 

①株式取得日 平成17年10月4日  

②取得株式数 10,635,000株  

③株式取得金額 5,381百万円  

④株式取得後の所有割合 

 27.87％  

⑤取得方法 相対取引 
（2）国際航業株式会社の概要 

①名称 国際航業株式会社  

②主な事業内容 技術サービス 

事業、不動産事業  

③設立 昭和22年9月  

④本店所在地 東京都千代田区六

番町2 

⑤代表者 代表取締役社長 田二 

谷 正純  

⑥資本金 16,939 百万円  
 

日を含む前10営業日の

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 の 平 均 値

(27,821円)に110％を

乗じた金額(1円未満切

捨て)とした。 

(8)本新株予

約権の権

利行使期

間 

平成18年10月25日から

平成19年10月24日ま

で。ただし、権利行使

期間の 終日が銀行営

業日でない場合にはそ

の翌銀行営業日を 終

日とする。 

b.無担保転換社債型新株予約権付社債の

発行 

(1)募集社債

の名称  

平成20年10月24日満期

無担保転換社債型新株

予約権付社債（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」、新株予約権

のみを「本新株予約権」

という。）  

(2)募集社債

の総額  

金2,000,000,000円  

(3)各募集社

債の金額

金100,000,000（1億）円

の1種 

(4)利息  本社債に利息は付さな

い 

(5)募集の方

法 

第三者割当の方法によ

り、金1,000百万円を

Bank of Bermuda 

(Cayman) Limitedに、金

300百万円をＦＰ成長支

援Ａ号投資事業有限責

任組合に、金700百万円

をソレイユキャピタル

株式会社に割当てる。

(6)償還の方

法及び期

限 

①満期償還  

平成20年10月24日（償還

期限）に本社債額面金額

の110％で償還する。 

 ②買入消却  

同社は発行日以降、随時

本社債を買い入れ、これ

を消却することができ

る。この場合、買入れに

かかる本社債と一体を

なす本新株予約権も無

償で取得するものとす

る。  

 ③繰上償還  

 (ⅰ)同社が吸収合併に

よる消滅及び株式交換

又は株式移転により他

た。 

(1)新株予約権の発行日  平成18

年4月27日 

(2)新株予約権の発行数  345個

（新株予約権1個につき1,000

株） 

(3)新株予約権の発行価額  無償

とする。 

(4)新株予約権の目的たる株式の種

類及び数 

  同社普通株式345,000株 

(5)新株予約権の行使に際して払込

価額 １株につき194円 

(6)新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額 

66,930,000円 

(7)新株予約権の行使期間 平成19

年8月1日から平成24年7月31日

まで 

(8)新株予約権の行使により新たに

同社普通株式を発行する場合の

発行価額のうち資本に組み入れ

ない額  

1株につき97円 

(9)割当対象者の人数及び内訳 

割当対象者 人数 割当数

同社の従業員 46名 295個

子会社取締役 1名 50個

合 計 47名 345個

 

３.株式会社ツー・アンド・ワンの子

会社化 

当社の子会社である小杉産業

株式会社は、平成 18 年５月 31 日

付開催の取締役会において、ゴル

フ用品販売業等の株式会社ツ

ー・アンド・ワンの発行済株式の

100％を取得し、子会社化するこ

とを決議しました。 

（1）株式会社ツー・アンド・ワンの

概要 

①主な事業内

容       

ゴルフ用品及び

ゴルフウェア等

の企画・製造・

販売 

②設立年月日  平成２年８月２

日 

③所在地   大阪府大阪市西

区新町２－４－

２  な に わ 筋

SIA ビル 

④代表者   勝又 清之 

⑤従業員数 127 名 

⑥資本の額 206 百万円 

（2）取得株式数等 

①取得株式数  8,020 株 

②取得価額の7 700 百万円 



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

３.ロトール・シンガポール社の第三者 

割当増資引受け 

当社は、平成 17 年 10 月 5 日開 
催の臨時株主総会において、ロト 
ール・シンガポール社【（SGX） 
Mainboard 上場(SES:R10.SI)】が 
発行する第三者割当増資の引受け 
を決議致しました。 
(1)第三者割当増資引受けの概要  

①引受株式数 ：110,000,000 

株  

② 引 受 価 格 の 総 額  ：

S$11,000,000 (704百万円)  

③払込期日 ：平成17年10月5 

日  

④取得後の持分割合 ：40.1％ 
(2)ロトール・シンガポール社の概 

要  

①商号 ：ROTOL SINGAPORE LTD.  

②代表取締役 ：Tan Khee Bak

（会長・マネージングディレ

クター）  

③ 本 社 所 在 地  ： 17 Tuas 

Avenue9, Singapore 639197  

④資本金 ：S$16,400千（1,049

百万円）  

⑤事業概要 ：フルオロカーボ

ン塗料を使用したコーティ

ング（表面加工）、 カーテ

ンウォール事業にかかわる

製造、加工、塗装、施工部  

門までをグループ会社間で

展開する。 

 

４.伊東温泉競輪場施設賃貸会社の買収 

当社は、平成 17 年 10 月 6 日開催 
の取締役会において、子会社である株 
式会社ジェイ・アセットを通じ、三生 
興産株式会社の 100％株式を譲り受 
けることを決議致しました。 
(1)株式取得の概要  

①取得株式数： 9,800株  

②取得対価 ： 約1億円  

③取得期日 ： 平成17年10月31日  

④取得後の持分割合：100％ 
(2)対象会社の概要  

①商号： 三生興産株式会社  

②所在地： 静岡県伊東市  

③代表者： 池亀 功  

④株主： 株式会社東日カーライフ 

グループ（東証1部上場） 100％  

⑤資本金： 4億9千万円  

⑥事業内容：不動産の賃貸及び管 
 理 
 競輪場における食堂 
および売店の経営等 

(3)株式会社ジェイ・アセットの概要  

の会社の完全子会社と

なることを同社の株主

総会で決議した場合、当

該効力発生日以前に残

存する本社債の全部を

本社債額面金額に対す

る下記の割合で表され

る償還金額で繰上償還

することができる。この

場合、本社債と一体をな

す本新株予約権も無償

にて取得するものとす

る。  

平成18年10月25日から

平成19年10月24日まで 

120%  

平成19年10月25日から

平成20年10月24日まで 

110%  

 (ⅱ)元本の支払遅延そ

の他本社債の要項記載

の一定の事由が生じた

場合、本社債権者は、同

社に対して、同社債の期

限の利益喪失を通知す

ることができる。同通知

がなされた場合、同社

は、本社債の額面金額に

て直ちに本社債の全額

を償還しなければなら

ない。この場合、本社債

と一体をなす本新株予

約権も無償にて取得す

るものとする。  

(7)本新株予

約権に関

する事項

①本社債に付された本

新株予約権の数 

各本社債に付された本

新株予約権の数は１個

とし、合計20個の本新株

予約権を発行する。 

 ②本新株予約権の目的

である株式の種類およ

び数 

本新株予約権の目的で

ある株式の種類は同社

普通株式とし、その行使

により同社が同社普通

株式を新たに発行又は

これに代えて同社の有

する当社普通株式を移

転する数は、行使請求に

係る本社債の払込金額

の総額を下記③記載の

転換価額で除した数と

する。ただし、行使によ

り生じる1株未満の端数

は切り捨て、現金による

総額     （ １ 株 に つ き

87,281 円） 

③株式の取得

日       

平成 18 年５月

31 日 

④株式の取得

先       

OPE パートナー

ズ株式会社 

 

 

４．株式会社タスコシステムに対する

債務保証 

     当社は、平成 18 年５月 29 日開

催の取締役会において、投資先で

ある株式会社タスコシステムの

銀行借入に対して債務保証を行

うことを決議しました。 

(1）債務保証の内容 

① 被 保 証 人

（原債務者）  

株式会社タスコ

システム 

②債権者    株式会社中央三

井信託銀行 

③保証金額  20 億円 

④借入利率 2.375％ 

⑤保証期間  平成 18 年５月

31日から同年10

月 30 日まで 

⑥保証料    0.250％ 

⑦実行予定日 

           

平成 18 年５月

31 日 

(2）株式会社タスコシステムの概

要 

①主な事業内 

  容 

飲食店経営およ

びフランチャイ

ズ本部の運営 

②設立年月日 昭和 63 年 10 月

③本店所在地 札幌市中央区南

一条西二丁目５

番地 

④代表者 樫埜 由昭 

⑤資本の額 327 百万円 

（平成18年３月

31 日現在） 

 

 

 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

①商号： 株式会社ジェイ・アセッ 

ト  

②代表者： 吉舌徹  

③所在地： 東京都港区  

④資本金： 5千万円  

⑤事業概要： 不動産の賃貸及び管 
理業（孫会社管理） 
 

５．株式会社タスコシステムの新株予約 
権取得 
当社は、平成 17 年 10 月 11 日開催 

の取締役会において、株式会社タスコ 
システム（JASDAQ 上場 コード： 
2709）が発行する新株予約権の取得 
を決議致しました 
(1)新株予約権取得の概要  

①取得個数 800個（80,000株）  

②取得価額の総額 640百万円  

③払込期日 平成17年10月28日  

④行使期間 平成17年10月31日から 

平成18年10月30日  

⑤新株予約権行使時の一株あたり 

払込金額 83,000円  

⑥新株予約権行使時の払込金額の 

総額 6,640百万円 

なお、当該新株予約権がすべて行 

使された場合には、当社が所有する 

株式会社タスコシステムの議決権 

割合は31.93％となり、株主順位第1 

位となります。 

(2)株式会社タスコシステムの概要 
 ①商号：株式会社タスコシステム 

②主な事業内容：飲食店経営及び 

  フランチャイズ本部の運営 

③設立年月日：昭和 63 年 10 月 

④本店所在地：札幌市中央区南一 

条西二丁目 5 番地 

⑤代表者：代表取締役社長 飯沼 浩 

⑥資本の額：2,182 百万円（平成 17 

年 6 月末時点） 

(3)新株予約権発行の要領 
   ①新株予約権の名称：株式会社タス 

コシステム 第 1 回新株予約権 
②新株予約権の目的たる株式の種類

及び数：普通株式80,000株 （新株

予約権1個につき100株） 

③新株予約権の発行総数：800 個 
④新株予約権の発行価額：1 個につ

き 800,000 円（1 株につき 8,000
円） 

⑤新株予約権の発行価額総額：640 
百万円 

⑥割当先及び割当数：ジェイ・ブリ

ッジ株式会社 800 個 
⑦申込期間：平成 17 年 10 月 28 日 

（金） 
⑧払込期日：平成 17 年 10 月 28 日 

調整は行わない。 

 ③本新株予約権の行使

に際して出資の目的と

される財産及びその価

額 

 (ⅰ)本新株予約権1個の

行使に際してする出資

の目的は、当該本新株予

約権に係る本社債とし、

当該本社債の価額は、当

該本社債の払込金額と

同額とする。 

 (ⅱ)本新株予約権の行

使に際して払込をなす

べき1株当たりの額（「転

換価額」という。）は、

当初25,038円（平成18

年10月５日を含む前10

営業日の株式会社ジャ

スダック証券取引所に

おける同社株価終値の

平 均 値 (27,821 円 ) に

90％を乗じた金額(1円

未満切捨て)）とする。

(8)本新株予

約権の行

使請求期

間 

平成18年10月25日から

平成20年10月24日まで。

 

２.子会社の解散 

当社の子会社である小杉産業株式会

社は、平成18 年10 月27 日開催の取締

役会において、同社の連結子会社である

株式会社栃木コスギニットを解散する

ことを決議しました。 

（1）解散する子会社の概要 

①商号        株式会社栃木コス 

ギニット 

②本店所在地  東京都中央区築地 

六丁目19 番20 号 

③事業所      栃木工場（栃木県矢

板市） 

④代表者      取締役社長 平晴元 

⑤事業内容    ニット製品を主と 

する繊維製品の製 

造 

⑥資 本 金    10 百万円 

⑦株主構成    同社100％ 

（2）清算の時期 

平成 19 年 3 月中を目途に、清算手

続きに入る予定であります。 

 

３.「ＳＲＩメディカル 1 号ファンド」へ

の投資 
   当社は平成 18 年 10 月 2 日付で、

「2008 年満期ユーロ円建無担保転

換社債型新株予約権付社債」の 25



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

（金） 
⑨新株予約権の行使に際して払込を

なすべき額：1 個につき 8,300,000
円（1 株につき 83,000 円） 

⑩新株予約権の行使の際の払込金額

の総額：6,640 百万円 
⑪新株予約権の行使により発行する

株式の発行価額： 1 株につき

91,000 円（1 個につき 9,100,000
円） 

⑫新株予約権の行使により発行す 
る株式の発行価額の総額：7,280
百万円 

 
６．ロトール・シンガポール社のオプシ 

ョン行使 
当社は、既に発表致しました通 

り、平成 17 年 4 月 7 日にシンガポ 
ール株式取引所（SGX）メインボー 
ド（市場一部に相当）上場会社であ 
るロトール・シンガポール社（英文 
名：Rotol Singapore Ltd.）との資 
本提携契約を締結し、同年 10 月 5 
日に第三者割当増資引受けにより 
株式を取得致しましたが、今回さ 
らにオプションを行使することに 
より株式を追加取得致しました 
(1)取得株式数、取得価額および取 

得前後の所有株式の状況 
①異動前の所有株式数： 110 百 

万株（所有割合 40.1％） 
②取得株式数： 110 百万株（払 

込金額 S$11 百万、1 株取得価 
格 S$0.10） 

③異動後の所有株式数： 220 百 
万株（所有割合 57.2％） 

  (2)日程 
平成 17 年 10 月 12 日 取締役会

決議 
平成 17 年 10 月 14 日 効力発生

日 
尚、当該オプション行使に基づ 

き、当社が所有するロトール・シン 
ガポール社の議決権割合は 57.2％ 
となり、株主順位第１位となりま 
す。 
 

７．代表取締役の異動 
   平成 17 年 10 月 28 日付で、下記 

の通り取締役が辞任致しました 
(1)辞任する取締役 
   代表取締役副社長 島田 健司 

  (2)辞任の理由 
     当社 100％子会社である、株

式会社ジェイ･アセット 30％出資

会社の SIAM PLANET Co.,  
Ltd.（タイ）における業務に専念 
するため。 

億円満額を、下記のとおり新規ファ

ンドへと出資いたしました。 
   当社グループの方針として、今後、

医療・介護福祉周辺事業の再生及び

活性化支援などを中心とした「医

療・ヘルスケア事業」を、新たな成

長戦略のひとつとして位置づけてい

く予定であります。 

   それにつきましては、地域中核病

院の支援を受けながら、当社グルー

プのコアコンピタンスを活かし、そ

の効果を十分に発揮できる不動産を

含む医療・ヘルスケア周辺事業に対

し効率的な投資を行うことによる、

新たな地域医療の活性化に向けたＳ

ＲＩ（社会的責任投資）に注力し、

社会的貢献企業を目指すこととなり

ました。 

(1)ファンドの概要 

   ①名称   ＳＲＩメディカル 1
号ファンド 

   ②営業者  ㈲港ブリッジキャピ

タル・ワン 
   ③投資対象 医療周辺事業 

(2)当社出資額 

   2,665,000 千円 

 

４．子会社による公開買付けの開始 
   当社子会社である株式会社ジェ

イ・フィナンシャルホールディング

ス（代表取締役社長：桝澤 徹）は、

平成18年11月22日開催の同社取締役

会において、サンライズキャピタル

証券株式会社（代表取締役社社長：

西 孝夫）の株式を公開買付により取

得することを決議しました。 

 (1)公開買付けの目的 

同社は、ジェイ・ブリッジ株式

会社の 100％子会社であり、対象

者の発行済株式総数の 5.0％を所

有しております。 

平成 18 年２月より対象者とジ

ェイ・ブリッジ株式会社で資本業

務提携を締結し、同社は、投資銀

行業務を中心に対象者に対して業

務支援を行ってまいりました。 

この度同社は、ジェイ・ブリッ

ジ株式会社及び同社の有する金融

ノウハウを対象者に提供すること

で対象者が行っている投資銀行業

務、シンジケーション業務、トレ

ーディング業務等を拡大させ、さ

らなる業績の向上を目指すために

は、ジェイ・ブリッジグループと

の資本関係を強化する必要がある

と判断し、対象者を子会社とする

こととし、本公開買付けを実施す



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

８．株式会社タスコシステムとの資本・ 
業務提携 

   当社は、平成 17 年 10 月 28 日開 
催の取締役会において、株式会社タ 
スコシステム（JASDAQ 上場 コー 
ド：2709、以下「タスコシステム」） 
との資本・業務提携に関する基本合 
意の締結および同社に対する企業 
活性化支援事業の開始を決議致し 
ました。 
(1) 資本・業務提携の概要 

   ①当社が引き受けたタスコシス 
テムの新株予約権について、同 
社の資金需要、事業再編の進捗 
状況を勘案しながら適宜行使 
してまいります。新株予約権行 
使の際の払込金額の総額は 
6,640 百万円になります。当該 
新株予約権がすべて行使され 
た場合には、当社が所有するタ 
スコシステムの議決権割合は 
31.93％となり、株主順位第 1 
位となります。 

   ②当社からはタスコシステムに 
取締役を派遣し、コーポレート 
ガバナンスの強化を図る予定 
です。なお、平成 17 年 12 月

22 日の臨時株主総会において

当社派遣の取締役の選任が行

われました。 

   ③上記のほか、同社の活性化に必 
要な人材を、同社の従業員等と 
して派遣することも検討致し

ております。 
 

９．株式会社ミナミに関する株式譲渡契 

約書締結 
   当社の連結子会社である小杉産 

業株式会社は平成17年10月31日開 

催の取締役会において、ＯＰＩ2002 

投資事業組合（業務執行組合員：オ 

リックス・プリンシパル・インベス 

トメンツ株式会社）との間で、株式 

会社ミナミ（以下、ミナミという） 

の発行済株式の100％を対象とする 

株式譲渡契約書を締結することを 

決議し、調印致しました。 

（1）株式の取得の理由 

・ 「ミナミ」という企業のブラン 

ド力 

・ ｢Local Motion｣というＮｏ.１

サーフ・ブランドの国内商標権

を保有する点 

・ 感性が高く、ファッションにも

敏感な、約80 万人の会員 

・ 主要都市の集客力のあるファッ

ションビルや人気のスポット、

るものであります。 

本公開買付けにあたり、対象者

の筆頭株主のユニコムグループホ

ールディングス株式会社から、同

社の所有する対象株式30,979,000

株について本公開買付けに応募す

る旨の同意を得ております。 

なお、本公開買付けに関し、対

象者の取締役会は賛同の意を表明

しております。 

(2)公開買付けの概要 

     ①対象者の概要 

a. 商号 サンライズキャピ

タル証券株式会社 

b. 主な

事業内

容 

有価証券の売買等

及び売買等の委託

の媒介、有価証券の

引受け及び売出し、

有価証券の募集及

び売出しの取扱い、

有価証券の私募の

取扱い、その他の証

券業 

c. 設立

年月日 

昭和23年 4月 22日

d. 本店

所在地 

東京都中央区日本

橋人形町二丁目26

番5号 

e. 代表

者 

代表取締役社長 

西 孝夫 

f. 資本

金 

1,600,000千円 

②公開買付期間 

     平成18年11月24日（金曜日）～

平成18年12月25日（月曜日）の

32日間 

     ③買付価格     

1株につき、162円  

     ④買付予定株式数        

30,979,000 株 

なお、応募株券等の総数が買

付予定数（30,979,000 株）に満

たない場合は、応募株券等の全

部の買付けを行いません。応募

株券等の総数が買付予定数以上

の場合には、応募株券等の全部

の買付けを行います。 

     ⑤公開買付による所有株式数の

移動 

買付前

所有株

式数 

1,716,000 株（所有

比率  5.0％） 

買付後

所有株

式数 

32,695,000 株（所

有比率 95.47％）

⑥買付けに要する資金 

     5,031,598,000円（予定） 



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

大型アウトレットモール 

などに店舗を構えている点（25 

店舗） 

・ スノーボード、サーフィン、マ

ウンテンバイクなど、若者が好む

スポーツに絞った展開 

を行っている点 

・ ＳＰＡ運営のノウハウを保有し

ている点 

・ 20～30 代のコア顧客（リピート

顧客）を抱えている点 
 （2）想定するシナジー効果 

  ・ 両社顧客に対するクロスセル効 

   果 

・ 株式会社ミナミが保有する店舗

運営ノウハウ・販路を当社ＳＰＡ

事業に活用 

・ 当社の生産背景活用による株式

会社ミナミの製品クオリティ向

上及び製造コスト削減 

・ ブランドの共同展開・共同開発

による販路拡大 

・ 物流統合によるコスト削減 

・ 情報システム統合によるコスト

削減 

 （3）株式会社ミナミの概要 

  ①会 社 名 ：株式会社ミナミ 

  ②代 表 者 ：福室 満哉 

  ③所 在 地 ：東京都千代田区神田

小川町三丁目 1 番地 

  ④設立年月日 ：昭和 37 年 4 月 2 日 

  ⑤主な事業内容 ：スポーツ用品・

衣料の製造販売、｢Local Motion｣

ブランドの衣料・雑貨の製造販売

など 

  ⑥資 本 の 額 ：1 億 350 万円 

 （4）主な株式の取得先 

  ①社 名 ：OPI2002 投資事業組合 

       業務執行組合員 

       ｵﾘｯｸｽ･ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄ

ﾒﾝﾂ株式会社 

  ②代 表 者 ：代表取締役 木村 司 

  ③本店所在地 ：東京都港区浜松町

二丁目４－１ 

  ④主な事業内容：投資事業組合 

  ⑤当社との関係：無し 

 （5）所得株式数、取得価額および取

得後の所有株式の状況 

  ①移動前の所有株式数 無し 

  ②取得株式数 407,000 株（取得価

額 1,700 百万円/１株

4,177 円） 

  ③移動後の所有株式数 407,000 株

（発行済株式総数

407,000 株/100％） 

 （6）日程 

  ①平成 17 年 10 月 31 日 取締役会

    （注）買付価格で公開買付予定

株式数（30,979,000 株）を買付

けた場合の見積額で手数料、費

用の概算を含みます。 

 

５．子会社株式の譲渡 
  平成 18 年 11 月 15 日開催の当社

取締役会において、当社の子会社で

あるＪＢプロパティ株式会社の 
株式を同社取締役に譲渡することを

決議し、平成 18 年 11 月 16 日を以

って譲渡致しました。 
（1）譲渡の理由 

    当社グループの経営資源の選択

と集中を推し進め、企業価値の向上

及び効率経営を図るためでありま

す。 
（2）譲渡先の概要 

名称    長  野  一  郎、

小 寺  毅 
    （3）譲渡金額 

    20,000 千円 

 

６．子会社の会社分割 
   当社の子会社である小杉産業株式

会社の連結子会社である株式会社ミ

ナミは、平成１８年１１月２０日 

開催の取締役会においてローカルモ

ーション事業を会社分割し、新設の

株式会社ローカルモーション・ 

ジャパンに承継させることを決議致

しました。 

（1）会社分割の目的 

 株式会社ミナミにおいては、本

来のコア事業であるスポーツ用品

小売の全国展開に集中特化し、事

業効率化の推進。 

またハワイの有力サーフブラン

ド「Local Motion」のサーフボー

ド及び関連商品の販売について

は、分社化による意思決定の迅速

化及びグループ内経営資源の相互

有効活用推進による業態進化と収

益拡大を主たる目的としておりま

す。 

（2）会社分割の要旨 

①分割の日程 

・ 分 割 計 画 承 認 取 締 役 会

平成１８年１１月２０日 

・分割計画承認臨時株主総会

平成１８年１２月２０日（予

定） 

・新設会社設立日 

   平成１９年１月３１日（予定）

・ 分割登記 

平成１９年１月３１日（予定）

②分割方式 



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

決議及び株式譲渡契約

書締結 

  ②平成 17 年 11 月 30 日 資金決済 

 

10．固定資産の譲渡 

   当社の連結子会社である小杉産 

業株式会社は、平成17 年4 月26 日 

開催の取締役会において下記の固 

定資産の譲渡を決議致しました。 

その後、新経営体制のもとに保有 

資産の活用方法を戦略的に見直す

ことで譲渡を延期しておりました

が、平成17年10月31日開催の取締役

会において譲渡先及び譲渡価額の

変更の決議を致しました。 

 （1）譲渡の理由 

      保有資産の有効的活用と有利 

子負債削減のため。 

 （2）譲渡資産の内容 

   ①所在地： 中央区日本橋堀留町 2 

丁目 9-6（現況 事務所） 

    ・土地 ： 地積 270.01 ㎡（帳簿価

額 218 百万円） 

   ・建物 ： 延床面積(5 階建) 

1,047.26 ㎡（帳簿価額 

82 百万円） 

   ・譲渡価額：土地建物計 561 百万 

 円 

   ②所在地：埼玉県越谷市赤山町 2 

        丁目9（共同住宅（1．2 階 

当社社員寮） 

   ・土地 ：地積 2,170.37 ㎡（帳簿

価額 322 百万円） 

   ・建物 ：延床面積(5 階建) 

1,657.42 ㎡（帳簿価額 

264 百万円）  

・譲渡価額：土地建物計 550 百万 

               円 

  （3）譲渡先の概要 

   ①の譲渡先の概要 

    商

号 

東急不動産株式

会社 

本店所在地 東京都渋谷区道

玄坂1 丁目21 番

2 号 

代表者 取締役社長 植 

木 正 威 

資本の額 32,639 百万円 

主な事業の内

容 

総合不動産 

当社との関係 資本的及び人的

等関係はありま

せん。 

②の譲渡先の概要 

商号 株式会社飯田産

業 

本店所在地 東京都武蔵野市

境南町3 丁目13 

番14 号 

      株式会社ミナミを新設分割株

式会社とし、株式会社ローカル

モーション・ジャパンを新設分

割設立株式会社とする分割方新

設分割であります。 

③株式の割当 

本件分割により発行するロー

カルモーション・ジャパンの株

式については、その全部を株式

会社ミナミに割り当てると同時

に、当該株式の全部を株式会社

ミナミの１００％株主である小

杉産業株式会社に剰余金として

配当します。 



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

代表者 取締役社長 森 

和 彦 

資本の額 1,130 百万円 

主な事業の内

容 

戸建て分譲及び

マンション分譲 

当社との関係 資本的及び人的

等関係はありま

せん。 

 （4）譲渡の日程 

   ①の譲渡の日程 

取締役会決議 平成17 年10 月

31 日 

契約書締結 平成17 年11 月 9 

日 

物件引渡し 平成18年 1月下旬 

②の譲渡の日程 

取締役会決議 平成17 年10 月3 

1 日 

契約書締結 平成17 年11 月 9 

日 

物件引渡し 平成 18 年 1月 31 

日 

 

11．ブリッジインターナショナル株式 
  会社の第三者割当増資の払込 

   当社は、ブリッジインターナショ 
ナル株式会社（本社：東京都世田谷 
区、代表者：吉田融正）が行う第三 
者割当増資の払込を平成 17 年 11 
月 7 日完了致しました。 

(1) ブリッジインターナショナル

株式会社の概要 

①商号 ：ブリッジインターナシ

ョナル株式会社 
②代表取締役 ：吉田 融正（みち 

まさ） 

   ③所在地 ：東京都世田谷区若林

1-18-10 みかみビル 

   ④設立 ：平成 14 年 1 月 8 日 

   ⑤資本金 ：187 百万円 

   ⑥従業員数 ：100 名 

   ⑦事業概要 ：セールス BPO・セ 
ールスコンサルテ

ィング・セールス IT
ソリューションサ

ービス 
 

12. 国際航業株式会社との業務提携 
   当社は、平成 17 年 11 月 18 日開 

催の取締役会において、国際航業株 
式会社（東京証券取引所第 1 部上 
場 コード：9231、以下「国際航業」） 
との提携に関する基本合意を決議 
し、同日、覚書に調印しました 
(1)国際航業との提携の目的 

    当社は、平成 17 年 10 月 4 
日、国際航業の前筆頭株主が保 
有する同社株式の全て 



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

10,635,000 株（平成 17 年 9 月末 
現在の議決権数に対する割合 
30.34％）を取得し、主要株主か 
つ筆頭株主となりました。  
その後、国際航業との提携に関 

する協議をすすめた結果、当社 
は、国際航業との幅広い協力関係 
を築くことで、民間市場における 
積極的な事業展開を通じて企業 
価値の増大を目指してゆくこと 
としました。 

  (2)提携基本合意の概要 
   ①当社は、国際航業への、事業提 

計先の斡旋、当社投資先の紹介

などの取引先等に関する協力

をおこない、既存事業の拡大や

新規事業の展開を円滑に進め

るものとし、こうした協力関係

を通じて相互の発展を目指し

ます。 
   ②当社は、上記の事業展開を円滑

に進めるため、当社から国際航

業への取締役をはじめ執行に

おける必要な能力を有する人

材の派遣をおこないます。  
この一環として、平成 17 年 11
月 18 日、事業推進を担当する

執行役員と実務担当者各 1 名

と、併せて当社取締役 2 名につ

いて国際航業顧問就任の決定

をおこないました。 

   ③国際航業が積極的事業展開を

推進するうえでの投資資金に

ついて、当社に要請がある場合

には、当社が資本増強等による

調達を全面的にサポート致し

ます。 

  (3)役員・顧問人事（平成 17 年 12 月

1 日） 

   ①執行役員の就任 

 木元栄司（きもとえいじ） 執行

役員 経営企画室  

経歴： 昭和57年4月 日本債券信

用銀行（現㈱あおぞら銀

行）入行  

平成14年10月 本店営業

第八部長  

平成16年8月 同行リスク

統括部部長  

平成17年11月 ジェイ・ブ

リッジ㈱入社  

常務執行役員 企画本部 

 至現在 

   ②顧問の就任  

桝澤 徹（ますざわとお

る） 現、ジェイ・ブリッ

ジ㈱ 代表取締役社長  



前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 17 年 9月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年 4月 1日 

    至 平成 18 年 3月 31 日） 

            西村 幸浩（にしむらゆき

ひろ） 現、ジェイ・ブリ

ッジ㈱ 取締役副社長 

 

 


