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平成18年9月期       決算短信（連結） 

平成18年11月28日 
会 社 名 株式会社ディーワンダーランド         上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 9611                     本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.dwonderland.co.jp/） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 

        氏    名 久野 哲彦 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理部長 

        氏    名 脇村 正紀           ＴＥＬ（03）5421－6111（代表） 

決算取締役会開催日    平成18年11月28日              

親会社等の名称      ｵﾘｵﾝ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社   親会社等における当社の議決権所有比率38.6％ 

米国会計基準採用の有無     無          ､       

当社は、当連結会計年度が連結初年度であるため、17年９月期の連結経営成績、連結財政状態及び連結キャッシュ・フロー

の状況については記載しておりません。                

１．平成18年 9月期の業績（平成17年10月1日～平成18年9月 30日） 

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

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18年9月期 

17年9月期 

百万円   ％ 

4,844（－） 

― （－） 

百万円   ％ 

748（－） 

 ―（－） 

百万円   ％ 

    136（－）  

―（－） 

 

 
当期純利益 

1株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後1株

当たり当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

経常利益率 

 
18年9月期 

17年9月期 

百万円   ％ 

  600（－） 

－（－） 

 円 銭 

23 67 

― 

円  銭 

― 

― 

％ 

― 

― 

％ 

― 

― 

  ％ 

2.8 

― 

(注)①持分法投資損益   18年９月期 ― 百万円  17年９月期 ― 百万円 

②期中平均株式数   18年９月期 25,373,968株 17年９月期 ― 株 

③会計処理の方法の変更  無 

④平成 18年９月期より連結財務諸表を作成しておりますため、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益における対前期増減比

率及び自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率は記載しておりません。   
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年9月期 

17年9月期 

百万円 

19,158 

― 

百万円 

6,765  

― 

％ 

35.3 

― 

円 銭 

186 49  

―  

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月期 36,223,283株   17年9月期 ―株 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

 

18年9月期 

17年9月期 

百万円 

 △909  

  ― 

百万円 

△3,666 

― 

百万円 

5,524 

    ― 

百万円 

1,089 

― 

 

(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 ４社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）４社 （除外）－社  持分法（新規）－社 （除外）－社 

 

２．19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

中間期 

百万円 

5,426 

百万円 

508 

百万円 

177 

通 期 10,236 988 337 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 9円 32銭 

※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料発

表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

 当社は、平成 18年 3月、有限会社大黒屋ホールディングス（以下、「大黒屋ホールディングス」といい

ます。）により株式会社大黒屋（以下、「大黒屋」といいます。）、ザグ株式会社（以下、「ザグ」といいます。）

及び株式会社エビス（以下、「エビス」といいます。）の株式のすべてを取得し、子会社化いたしました（大

黒屋ホールディングスは、当社が大黒屋、ザグ及びエビスの株式を譲り受けるために取得した当社の 100%

子会社です。）。その結果、当社の企業集団は当社及び子会社 4 社で構成され、当社グループは、ＩＴソリ

ューション事業、大黒屋は、中古ブランド品（バッグ・時計・宝飾品）の買取りと販売、及び質屋業を行

っております（ザグ及びエビスは、大黒屋に賃貸している不動産を所有する会社であり、その他の事業は

行っておりません。）。大黒屋の事業を支える中古ブランド品のリサイクル市場は、インターネット・オー

クション、フリーマーケットの浸透で、顧客層がこだわりなく店舗に足を運ぶ環境が整ってきております。

こうした環境下で、大黒屋は、「大黒屋ブランド」として店舗を展開する地域の顧客から高い認知を得るこ

とにより、中古ブランド品の買取金額、売上高においては業界トップクラスの位置づけにあります。また、

中古品の取扱い比率が高いことによる収益性の高さがその特徴であります。 

 なお、大黒屋ホールディングス、大黒屋、エビス、ザグの 4社は18年12月1日に合併を予定しており、

これにより、合併新会社である「大黒屋」が当社の100%子会社になります。 

（注）大黒屋ホールディングスが他 3社を吸収合併し、同日大黒屋に社名変更いたします。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 
 

 

 100％ 

出 

資 

当 社 

コンサルティング 

システムの企画・設計開発 

保守運用サポート 

大黒屋ホールディングス 

ザグ エビス 大黒屋 顧 

客 

得意先 

100％出資 

質・ 買 取 ・ 販 売 

・中古ブランド品 買取・販売 

・質屋 

・大黒屋に対する 

不動産賃貸 
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（ご参考）平成 18年 12月 1日に予定している合併の概要は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大黒屋株式の譲受と第三者割当増資の概要は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

新株式発行要領 

   ① 発行新株式数      普通株式  22,000,000株 

   ② 発行価額           1株につき 金 250円  

   ③ 割当先及び割当株式数 

      オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社  14,000,000株 

      齋藤 祐二（株式会社大黒屋 代表取締役専務）  3,600,000株 

      齋藤 雄大                   2,000,000株 

      齋藤 武 （株式会社大黒屋 代表取締役社長）  1,000,000株 

      齋藤 勝雄（株式会社大黒屋 取締役会長）     400,000株 

      齋藤 菜奈                    400,000株 

      齋藤 豊子（株式会社大黒屋 監査役）       300,000株 

      齋藤 章子（株式会社大黒屋 取締役）       300,000株   

   （注）オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社は、株式会社サクラダのバイアウト子会社

を匿名組合員とする匿名組合サクラダファンドの営業者になります。 

 

大黒屋株式・ザグ株式 

・エビス株式 

現金 

サクラダファンド 

第三者割当増資 

金融機関 

ローン 

増資（買収資金） 

大黒屋旧オーナー一族 

大黒屋ホールディングス 

（受皿子会社） 

当 社 

【子会社間での合併イメージ図】 

当 社 

合併 
当 社 

大黒屋（合併新会社） 

大黒屋 

ザ グ エビス 

大黒屋ホールディングス 
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２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

  当社は、平成 16年 10月に、「ディズニーワンダーランド事業」を通じて培った、インターネット技術、

オープンソースの利用技術を活かすべく、ＩＴソリューション事業に進出いたしました。当社が業績の

回復、財務体質の強化を実現するためには、このＩＴソリューション事業を収益の柱となるように成長

させることが急務であり、そのためにシステム開発体制の充実、営業力の強化等に取り組んでおります

が、スピード感を持たせた成長を実現させるために、かねてより、双方のビジネスモデル、ノウハウを

融合させて、新たなビジネスモデルを構築出来る企業と資本提携あるいはＭ＆Ａを行うことにより、短

期間で売上の拡大、収益力の向上を図り、株主の皆様への利益還元を実現させることを検討して参りま

した。今回の大黒屋買収は、当社が持つインターネット上のインフラ構築および運用のノウハウと大黒

屋が所有するブランド品に対する高度な査定・買取りに関するノウハウを融合させて、ブランド品リサ

イクルのインターネット・オークション事業へ参入することが目的であり、必ず本件によるシナジーが

両社にとってプラスになり、より強固な経営が実現することを確信しております。 

  ＩＴ社会の現代におきましては、技術の進歩は想像を超える速さと質が要求されます。当社グループ

は、常に技術力の強化を図り、より適正な価格で高い満足感を与えるサービスを提供することを事業運

営の基本方針とし、当社が単体で行ってきた事業を成長させるとともに、大黒屋とのブランド品リサイ

クルのインターネット・オークション事業の立ち上げに向かって全社的に取り組むことを経営の基本方

針といたします。 

  

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

  当社は、平成 18年 3月に大黒屋株式等の譲受けに要する資金調達のために、総額 5,500百万円（1株

当たり 250円 22百万株）の第三者割当増資を行いました。また、平成 18年 6月 9日開催の臨時株主

総会において、財務体質を改善し、今後柔軟な資本政策の展開を図れるよう、減資及び資本準備金の減

少の実施を決議し、これにより平成 17年 9月期における当期未処理損失の全額を解消することといたし

ました。 

  当社は、株主の皆様への利益還元を重要政策の一つとして認識しております。現状は無配を締結して

おりますが、今後につきましては、業績回復に注力し、株主各位のご期待に沿うべく、全力を傾けてい

く所存でありますが、その一方で企業体質の強化、及び業容の拡大に備えて内部留保を充実させること

も目標としております。この内部留保につきましては、将来的には収益の向上を通じて株主の皆様に還

元出来るものと考えております。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

  当社は、株式投資単位の引き下げが、個人投資家層の参加を促進し、株式の流動性を活性化させるた

めの重要な施策と認識しており、平成 15年 5月 1日に単元株式数を 1,000株から 100株へ変更してお

ります。 
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（４）目標とする経営指標 

  当社は、ＩＴソリューション事業に参入してから最初の大型システム開発案件が完成に至らず、事業

として軌道に乗ったと言える状況ではありません。まずは、受注案件の完成に全力を挙げて取り組み、

その後は、システム開発体制の充実、営業力の強化により、個別で黒字化を実現することが数値的な目

標となります。また、大黒屋の子会社化により、グループとしての事業戦略、それらのスケジュール等

を取り纏めた事業計画を早急に策定することにより、連結・個別とも事業の実態に適うような、目標と

する経営指標を設定する予定であります。 

 

（５）中長期的な会社の戦略 

  当社は、ＩＴソリューションに関するサービス全般を事業分野としますが、既存の事業におきまして

は、特に「テレマーケティング市場を主要なターゲットとして、投資対効果を明確化した営業活動の展

開」を事業拡大の戦略とし、下記の事業に取り組む方針であります。 

  ① ＣＴＩ（コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション）ソリューション事業 

  ② ＣＲＭ（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）ソリューション事業 

  ③ システムインテグレーション事業 

  ④ システム運用支援事業 

  ⑤ ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダー事業） 

  さらに、大黒屋の子会社化に伴い、大黒屋の店舗の全国展開により、大黒屋自体の業容の拡大を図る

とともに、ブランド品リサイクルのインターネット･オークション事業への参入を目指すにあたって、具

体的には、第 1段階として、大黒屋が所有するブランド品リサイクルのノウハウを活用し、リサイクル・

ショップ及び質屋向けの管理系・勘定系等のシステム開発及び販売を行い、当社グループが目指すイン

ターネット･オークション事業に向けてのシステムの標準化を図ります。第 2段階としては、中古ブラン

ド品、貴金属等の買取認証システム、物流システムを開発し、全国のリサイクル・ショップ及び質屋等

を対象とした業界向けの業者間回しのオークション事業を立ち上げます。そして最終段階としては、一

般の消費者の皆様にもオークションに参加していただけるシステムを追加する予定です。この場合、大

手ポータルサイトとの提携も一つの選択肢として検討いたします。また、持込を行った一般消費者に対

しては、オークション不成立の場合には、大黒屋による買取保証等のサービスも検討しております。 
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消費者の中古ブランド品を「買う」ことに対するネガティブなイメージはかなり小さくなってきてお

り、自分のブランド品を「売る」ことに関しての抵抗感はまだ存在するものの、業界側における対応・

対策の余地は多く残されており、ブランド中古品の流通市場はまだ拡大が予想されます。また当該ビジ

ネスモデルは、国内のみならず、消費の拡大が続く東アジア地区においても進出可能なビジネスモデル

であると考えており、当該市場におけるオークション事業及び中古品のリサイクル事業に進出すること

も、今後の課題であると認識しております。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

  当社グループが、ブランド品リサイクルのインターネット・オークション事業を含めた、ITソリュー

ション事業を収益の柱として成長させることに関して、対処すべき課題は以下のとおりです。 

① システム開発体制の充実 

（a）人材の確保について 

  当社の事業分野である ITソリューションサービスにおけるプロジェクトの推進に当たっては、顧客

のビジネスの本質を理解してビジネス戦略を提案するコンサルティング能力と、IT技術を駆使したシ

ステム構築能力の両方を備え、かつ管理・調整能力を併せ持った核となる人材、プロジェクトリーダ

ーの存在が不可欠であります。当社は、このような人材の確保を最重要課題と認識しており、確保に

向けて努力しております。同時に、プロジェクト毎に専門性が高い外部スタッフを有効に活用し、コ

ストを意識した上で、納期の厳守、品質の管理、顧客ニーズへのきめ細かい対応ができる体制の強化

に取り組んでまいります。 

（b）営業力の強化 

  当面の営業活動は、当社グループを含め、取引先等の人脈を最大限に活用し、受注目標先を絞り込

んで行いますが、開発体制の充実に合わせて、人員を拡充いたします。また、顧客のビジネス展開を

見極めて、そのために必要なシステムを先取りし積極的な提案を行い、顧客の期待に応え、その積み

一
般
消
費
者 

DWLオークション（仮称） 
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重ねで真のビジネスパートナーといえる信頼関係を築き、安定的に受注を確保できる体制の確立を目

指して、全社的に取り組んでまいります。 

② 内部体制等の強化について 

（a）組織力・人材力の強化 

   平成 18年 9月 30日現在、当社は、取締役 5名（うち非常勤 2名）、監査役 3名（うち非常勤 2名）、

従業員 5 名の非常に小さな組織になっております。今後、事業の成長に合わせて人員の増強を図る方

針でありますが、現時点では、既存の人材により健全で透明性の高い企業活動を継続するため、各種

規定の拡充と運用の実施に取り組み、それらを全社で共有することで、組織力・人材力の強化を推進

してまいります。 

 （b）グループとしての内部管理体制の強化 

   株式会社大黒屋の子会社化に伴ない、株式会社大黒屋におきましても各種規定の整備と運用の実施

を進めており、適時開示体制の確立、インサイダー取引規制、コンプライアンスの遵守等上場企業

としての社会的責任を周知徹底させ、内部管理体制の確立・強化を進めてまいります。 

 

（7）親会社等に関する事項 

 ①親会社等の商号等 

親会社等 属  性 
親会社等の議決権

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引等 

オリオン・キャピタ

ル・マネージメント

株 式 会 社 

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

38.6 なし 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

（a）親会社等の企業グループにおける当社の位置付け 

 オリオン・キャピタル・マネージメント㈱は、当社議決権総数の 38.6％を保有する筆頭株主でありま

すが、一時的な資金の融資を受けた以外には営業取引上及びその他の利害関係はありません。 

（ｂ）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリットについて 

 当社と親会社等の事業はまったく異なるものでありますので、事業上の制約はなくまた事業運営の上

での効果や影響を及ぼす状況にはありません。 

（ｃ）親会社等からの一定の独立性確保についての状況について 

 親会社等から社外取締役 1 名が就任していますが、独自の経営判断を妨げるほどではなく、一定の独

立性が確保されていると認識しております。 

 

 ③親会社等との取引に関する事項 

  後掲４．連結財務諸表等の注記事項⑦関連当事者との取引に記載のとおりであります。 
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（8）内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理 

体制の整備状況 

    当社における内部牽制組織につきましては、平成 18年 5月 15日に公表いたしました「コーポレ

ート・ガバナンスに関する報告書」の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状

況」に記載のとおりでありますが、小規模な組織のため内部監査室は設置しておらず、社内及びグ

ループにおける重要な情報は管理部に報告・集中させることにより、他業務部門及びグループに対

する内部牽制が機能するように運営されております。 

 また、社内規定等は管理部において、適時整備を実施しております。 

② 内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近 1年間における実施状況 

    内部管理体制の充実を図るため、社内規定等の見直しを適宜実施することにより業務改善に取り

組んでおります。また、その際には弁護士、会計監査人及び税理士より、助言及び指導を受けてお

ります。 

③ オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社及び齋藤武との基本合意書について 

    平成 18年 3月 7日に発表いたしましたように、当社は、オリオン・キャピタル・マネージメント

株式会社（以下、「OCM」といいます。）及び齋藤武と平成 18年 3月 7日付で締結した基本合意書

により、当社の取締役会の構成や株主総会の意思決定については、OCM、齋藤武及びその親族が強

い影響力を有しており、これらの意向が反映される可能性があります。 

④ みずほ銀行及びオリックスとの融資契約書における財務制限条項について 

    株式会社大黒屋ホールディングスが借り入れているタームローン 11,000,000 千円、リボルビン

グ・ファシリティ 1,000,000 千円について財務制限条項、資産制限条項等がついており、財務制限

条項、資産制限条項に抵触した場合、融資契約上の全ての債務について期限の利益を失い、当社グ

ループの資金繰り及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 小規模組織であることについて 

    平成 18年 9月 30日現在、当社は、取締役 5名（うち非常勤 2名）、監査役 3名（うち非常勤 2

名）、従業員 5名の小さな組織であり、内部管理体制も現状の組織規模に応じたものになっておりま

す。今後、事業の成長に合わせて、従業員の育成、人員の増強及び内部管理体制の充実を図る方針

でありますが、人材の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まなかった場合には、適切な組織対

応が出来ず、当社及び当社グループの業務効率や事業拡大に支障をきたす恐れがあります。 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

  該当事項はありません。 
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3．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油や金属などの素材価格の高止まり、公共事業の縮小、イ

ンフレ懸念などの不安要素はあるものの、好調な企業業績や雇用環境の改善を背景に民間需要主導によ

り、設備投資や個人消費が増加し、緩やかな成長を続けております。情報サービス業界におきましては、

高水準の企業収益を受けて情報管理の強化や効率化に向けた積極的な情報システム投資を行う企業も増

えつつあります。しかしながら、人手不足によるシステム構築の受注見送りや、顧客の情報システムに

対する低価格・高品質要請や価格引下げ要求など、経営環境は厳しい状況が続いております。中古品小

売業界におきましては、循環型社会への移行を背景に当業界もより身近な存在となり、社会的役割がよ

り重要度を増す状況になってきております。しかしながら、これに伴い競合他社および新規参入業者の

増加がみられ、買取においては買取価格競争の激化、販売においては顧客による店舗の選別化により、

より厳しい価格競争の業界へと変貌してきております。 

このような状況の中、当社は前期に受注いたしました大型システム開発案件の遂行に全力を注いでま

いりましたが、顧客からの仕様変更、追加要件の要請により開発工数が増加し、案件としての規模が大

きくなり、難易度も上がったために開発に遅れが発生いたしました。また、当該案件後に、そのシステ

ムの運用・展開、及び保守管理として見込んでおりました案件につきましても開始することができず、

また、別途見込んでおりました諸案件につきましても、当該案件の遅れの影響で営業活動の動き出しも

遅れ、受注には至りませんでした。 

  子会社の大黒屋におきましては、経営戦略であるローコストマネージメントを実行しながら、その地 

域に合った店舗スタイルで地域業界ナンバーワンを目指しました。当下半期は、社内体制整備の強化を 

優先したことから新規の出店はありませんでした。当下半期の中古品買取額につきましては、2,911百万

円となりました。中古品売上高につきましては、昨年 9 月にオープンしました大阪ミナミ店の売上げが

寄与したことにより、4,259 百万円となりました。また、当下半期の営業利益につきましては、販売が

好調であったことから 919百万円となりましたが、買取価格の競合が激化し、売上高総利益率は低下す

る傾向にあます。今後もこの傾向は続くものと考えられます。 

以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は 4,844百万円となり、経常利益は 136百万円、当期純利 

益は 600百万円となりました。 
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（2）財政状態 

  ① 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,089百万円とな

りました。  

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は 909百万円となりました。これは主に大型

システム開発案件の遅れ等により、棚卸資産が 499百万円増加したこと、子会社買収資金の借入利息

及び借換えに係る手数料等のその他金融費用の支出額573百万円及び法人税等の支払 604百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 3,666 百万円となりました。これは主に、

大黒屋ホールディングスの株式取得に際し、3,733百万円を支出したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 5,524 百万円となりました。これは主に、

第三者割当による新株式発行により 5,500百万円を調達したこと及び金融機関から運転資金として 50

百万円の借入を行ったことによります。 

 

なお、当社のキャシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 平成 18年 9月期 

自己資本比率（％） 35.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 41.4 

債務償還年数 ― 

インタレスト･カバレッジ･レシオ ― 
（注）１．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローが

マイナスのため、記載しておりません。 
   ２．各指標については、以下のとおり算出しております。 
     自己資本比率：自己資本／総資産  

     時価ベースの自己資本比率：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 

     ※ 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

     ※ キャシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業キャシュ・フローを利用しており

ます。 

     ※ 利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。 
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（３）事業等のリスク 

   経営成績及び財政状態、財務諸表等に記載の事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす事項

には、主として以下のものがあります。 

① 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

   当連結会計期間に大黒屋、ザグ、エビス、大黒屋ホールディングス 4 社の株式を取得したことに伴

い、当連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。当連結会計期間は営業活動の結果、748

百万円の連結営業利益となりました。しかし、個別財務諸表においては、平成 13年 9月期以降継続的

に営業損失を計上し、また減損損失 521百万円の計上などにより税引前当期純損失を計上しておりま

す。営業キャッシュ・フローも当連結会計期間には 909百万円と大幅なマイナスとなっております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 ② 当社による大黒屋の株式取得（子会社化）に関するジャスダック証券取引所の審査について 

  当社が平成 18年 3月 31日をもって、大黒屋、ザグ及びエビスの株式を取得し、それぞれを子会社化

することにより大黒屋を当社の 100%子会社といたしました。これに関しジャスダック証券取引所は、

平成 18年 3月 30日当該子会社化において、当社が実質的な存続会社ではないと認められるため、株

券上場廃止基準第 2条第 8号（不適切な合併等）の規定により、子会社化期日から当社が「不適当な

合併等」の猶予期間に入る旨の発表を行いました。このため、当該猶予期間内（平成 18年 3月 31日

～平成 21年 9月 30日）において新規上場審査基準に準じた審査に適合出来なかった場合、当社の株

券は上場廃止となります。 

 ③ ＯＣＭ及び齋藤武との契約書について 

  平成 18年 3月 7日に発表いたしましたように、当社は、OCM及び齋藤武と平成 18年 3月 7日付で

締結した基本合意書により、当社の取締役会の構成や株主総会の意思決定については、OCM、齋藤武及

びその親族が強い影響力を有しており、これらの意向が反映される可能性があります。 

 契約書の概要は以下のとおりとなっております。 

（ａ）継続保有義務及び先買権について 

Ⅰ．齋藤武ら及びOCMは、本件増資（平成 18年 3月 30日付増資をいう。以下同じ。）後 3年間は、

本件増資株式（齋藤武ら及び OCM が本件増資により取得した株式をいう。以下同じ。）を継続的

に保有するものとし、本件増資株式について、譲渡、担保提供その他の処分を行わない（以下、か

かる譲渡等が制限される期間を「譲渡制限期間」という。）。但し、齋藤武ら及びOCM間において

合意した場合又は以下の各号に定める条件をすべて満たす売却方法による場合はこの限りではな

い。 

（ⅰ）当社の各事業年度通期の決算発表が行われた日の翌日（同日を含む。）から 1箇月以内に行われ

ること（以下、かかる期間を「売却可能期間」という。）。 

（ⅱ）本件増資の実行後最初に到来する売却可能期間及びその次に到来する売却可能期間においては、

齋藤武ら及び OCM により売却される本件増資株式の数量が、両者合計で本件増資の実行直後に

おける完全希釈化ベース（転換予約権、新株予約権その他当社に普通株式を発行させることので

きる権利が全て行使されたと仮定した場合における当社の発行済株式総数を分母とした持株比率
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又は議決権比率の計算方法をいう。以下同じ。）による持株比率の 2％以下に相当する数量であり、

また、その後に到来する売却可能期間においては、本件増資株式の売却によって、当該売却時点

における齋藤武ら及び OCM の完全希釈化ベースによる議決権比率が両者合計で 33.4％を下回ら

ないこと（以下、かかる齋藤武ら及び OCM 両者合計で売却可能な本件増資株式の数量を「売却

可能株式数」という。）。 

（ⅲ）齋藤武ら及び OCM により売却される本件増資株式の数量が、それぞれ、齋藤武らについては

売却可能株式数に 11分の 4を、OCMについては売却可能株式数に 11分の 7を乗じた数量以下

であること。 

Ⅱ．齋藤武ら又は OCM は、譲渡制限期間の終了後 1 年間、本件増資株式の全部又は一部について、

ブロックトレード又は経営権の移譲を目的とした譲渡であって一定数・割合以上を対象とするもの

を行おうとする場合には、相互（又はその指定する譲受人）に先買権を付与する。 

 （ｂ）当社の運営体制について 

   本件増資の実施後における当社の運営体制は以下のとおりとする。但し、本件増資の実施後におけ

る当社の運営体制一般に関して、ジャスダック証券取引所との協議の結果等から必要であると合理的

に判断されるその他の事項については、OCMと協議の上、当社又は大黒屋が整備する。 

Ⅰ．当社の商号の変更は行わない。 

Ⅱ．当社内に業務委員会を設置し、事業計画の決定、事業内容の変更、重要な資産の処分、営業店の

統廃合、増資の実施、営業譲渡・合併・会社分割等の組織再編等、当社の経営上重要な事項につい

ては、法が許容する範囲（当社の経営陣が善管注意義務及び忠実義務を遵守することを含むが、こ

れに限定されない。）で、同委員会の決定に基づき、これを実施する。同委員会の委員には、原則と

して、その過半数は、OCMが指名した人物が就任する。 

Ⅲ．OCMは、当社の取締役候補者として最低 1名を指名し、当社は、当該候補者の選任議案を当社の

株主総会に上程し、OCM及び齋藤武らは、当該株主総会において当該候補者の選任に賛成するもの

とする。また、OCMは、かかる取締役候補者の指名に関し、当社の取締役会の過半数を占める人数

を指名することができ、かかる場合においても、当社は、当該候補者の選任議案を当社の株主総会

に上程し、OCM及び齋藤武らは、当該株主総会において当該候補者の選任に賛成するものとする。 

（ⅰ）当社の取締役（以下、「現取締役」という。）は、その残存任期の如何に拘らず、平成 18年 9月

期に係る定時株主総会において一旦全員が退任した上、同総会において改めて新たな取締役が選

任されるものとする（但し、現取締役の再選を妨げない。）。齋藤武ら及び OCM は、本件増資の

実行後における事情を原因とする当社の経営については、現取締役のみが責任を負うものではな

いことを了解している。 

（ⅱ）齋藤武らは、当社の運営に関与せず、当社の経営陣及びOCMに対しこれを一任する。OCMは、

齋藤武らの株主としての権利を阻害しないよう、当社を運営する。齋藤武らは、前号に定めるも

ののほか、当社の株主総会における議決権の行使について、OCMが本件増資株式を保有している

限りにおいて、また、齋藤武らの株主としての権利を著しく阻害しない限りにおいて、OCMに対

しこれを一任する。 
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Ⅳ．当社及び大黒屋は、本件増資の実施後にジャスダック証券取引所が当社に対して行う審査に関し

て、当該審査を通過し、当社の株式の上場が維持できるよう最大限の努力を行うものとする。 

Ⅴ．OCM は、当社が現在行っている事業について、当社の収益に貢献できる限りにおいて、これを

不合理に変更又は停止等をさせることにより、当該事業に係る顧客に対して迷惑をかけることのな

いよう、最大限の配慮を行うものとする。 

Ⅵ．当社は、齋藤武及び OCMの承諾なく、平成 17年 12月 22日開催の当社における定時株主総会

において決議された新株予約権の発行を行わないものとする。 

（ｃ）追加の資金調達等について 

Ⅰ．当社は、本件株式譲渡（平成 18年 3月 31日付で実行済みの大黒屋、ザグ及びエビスの株式の譲

渡取引をいう。以下同じ。）の実行後、短期ローン（大黒屋ホールディングスがみずほ銀行より受

けたノンリコースローンのうち借入期間が短期の金 35億円分をいう。以下同じ。）の弁済に充当す

るため、別途の借入、次項以下に定める追加増資その他適宜の方法による資金調達（以下、「本件

追加資金調達」という。）を行う。 

Ⅱ．当社は、前項の資金調達を目的として、再度公募又は私募の方法による新株、新株予約権付社債

又は新株予約権の発行、その他株式関連の資金調達を実施し、金 35 億円を調達することができる

（以下、かかる資金調達を「本件追加増資」という。）。本件追加増資の方法による資金調達が選択

された場合であって、市場環境その他齋藤武及びOCMいずれの責にも帰さない事由により、本件

追加増資が短期ローンの返済期限までに実行できないとき又はその調達金額が短期ローンの返済

額に満たない場合は、当社はその不足額について第三者割当増資を行い、齋藤武ら及び OCM が

20：35の割合で当社株式を引き受ける。 

Ⅲ．本件追加増資を実施する場合、以下の(ⅰ)ないし(ⅳ)の事項については、当社と OCMが協議して

これを決定するものとする。但し、本件追加増資が有利発行となる場合には、斉藤武の事前の承諾

を得るものとし、齋藤武はかかる承諾を合理的な理由なく拒絶しない。また、上記（ｃ）Ⅱ．後段

の場合においては、当社、齋藤武及びOCMが協議して以下の(ⅰ)ないし(ⅳ)の事項を定める。 

（ⅰ）実施時期 

（ⅱ）実施方法 

（ⅲ）当社の発行する有価証券の種類 

（ⅳ）私募の方法により実施する場合の割当先 

Ⅳ．齋藤武らは、本件追加増資が実施される場合以外には、企業買収及び投資事業に関連して当社が

実施する新株、新株予約権付社債、新株予約権の発行その他の資金調達には参加しない。OCMは、

齋藤武らの株主としての権利を阻害しないよう、かかる企業買収、投資事業及び資金調達を実施す

る。齋藤武らは、株主の権利を阻害しない限りにおいて、かかる企業買収、投資事業、資金調達等

について、株主としての権利を行使してこれに反対しないものとする。 

Ⅴ．当社は、本件株式譲渡の実行後、本件追加資金調達の実行までの間に、資本金及び準備金の減少

を行うことができるものとし、齋藤武ら及びOCMは、当社の臨時株主総会において賛成の議決権

を行使することを含め、かかる資本金及び準備金の減少を行うために必要な一切の協力を行うもの
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とする。尚、当社は、かかる資本金及び準備金の減少において、株主に対する払い戻しは行わない

ものとする。  

 ④ みずほ銀行と融資契約書における財務制限条項等について 

株式会社大黒屋ホールディングスが借り入れているタームローン 11,000,000千円、リボルビング・

ファシリティ 1,000,000 千円について財務制限条項、資産制限条項等がついており、財務制限条項、

資産制限条項に抵触した場合、融資契約上の全ての債務について期限の利益を失い、当社グループの

資金繰り及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

   当該財務制限条項等の詳細は、連結貸借対照表注記事項※４に記載のとおりであります。 

⑤ システム開発の遅れについて 

 システム開発事業は、顧客企業のニーズの変化、方針、体制等の変換による開発期間、内容等の変更

の発生や、それらに対しての当社開発体制整備により開発の遅れが発生し、当社の業績に影響を及ぼす

恐れがあります。 

⑥ 特定顧客への依存について 

 当社は、ＩＴソリューションに関するサービス全般を事業分野とし、コンサルティングの段階からシ

ステムの企画・設計・開発、ハードウェア・ソフトウェアの調達及びそれらを組み合わせたシステムの

保守･運用までのサービスを提供しておりますが、現状では多くの案件を同時に手がけることが出来る組

織ではないことから、特定顧客へ集中的にリソースを投入しており、特定顧客と案件が成立すると、派

生して別の案件へと取引が拡大する傾向にあることから、結果として特定顧客への売上が集中する傾向

にあります。したがって、仮に特定顧客との取引が解除になった場合あるいは案件に遅れが発生した場

合は、当社の売上に大きな影響を及ぼす恐れがあります。 

⑦ 人材の確保について 

 当社の事業分野であるＩＴソリューションサービスにおけるプロジェクトの推進にあたっては、プロ

ジェクトリーダーがコンサルティングを始めとして、必要なスキルを持った人材、外注先の手配、使用

するＩＴ技術の選定、ハードウェア・ソフトウェアの選定・調達、スケジュール、予算等の管理などの

プロジェクト管理を行っております。プロジェクトリーダーは、顧客のビジネスの本質を理解し、ビジ

ネス戦略を提案するコンサルティング能力とＩＴ技術を駆使したシステム構築能力の両方を備え、かつ

管理・調整能力を合わせ持つ必要があります。当社はこうしたプロジェクトリーダーになり得る人材の

確保を最重要課題と認識し、努力を進めておりますが、人材獲得に失敗、あるいは既存の人材が社外に

流失した場合には、当社の業績及び事業運営に支障をきたす恐れがあります。 

⑧ 小規模組織であることについて 

  平成 18年 9月 30日現在、当社は、取締役 5名（うち非常勤 2名）、監査役 3名（うち非常勤 2名）、

従業員 5名の小さな組織であり、内部管理体制も現状の組織規模に応じたものになっております。今後、

事業の成長に合わせて、従業員の育成、人員の増強及び内部管理体制の充実を図る方針でありますが、

人材の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まなかった場合には、適切な組織対応が出来ず、当社及

び当社グループの業務効率や事業拡大に支障をきたす恐れがあります。 
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⑨ 大黒屋の子会社化による業績の影響について 

当社は、平成18年3月31日をもって、大黒屋、ザグ及びエビスの株式を取得し、それぞれを当社の

100%子会社といたしました。また、平成18年12月1日に、大黒屋ホールディングス、大黒屋、ザク及

びエビスの4社の合併を予定しており、かかる合併により、合併新会社である「大黒屋」が当社の連結

子会社となる予定です。 

今後、当社グループの業績は大黒屋の業績の影響を大きく受けることが見込まれ、大黒屋の業績が悪

化した場合には、当社グループの財務状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。 

（4）次期の見通し 

来期の当社単独の業績見通しにつきましては、大型システム開発案件の完成及び稼動後の運用・展開

サポート、システム保守業務が見込まれます。また、コールセンター、CTI、CRMに関するソリューシ

ョン事業、新規のシステム受託開発、子会社大黒屋の買取り支援システム開発などにより売上の確保を

目指しますが、大型システム開発案件の遅れの影響により、これら事業の立ち上がりも遅れることとな

り、売上高は 433百万円、経常損失は 85百万円、純損失は 85百万円となる見込みであります。 

  連結の業績見通しにつきましては、子会社大黒屋の既存店売上に関しまして、競合他社及び新規参入

業者の増加が見られより厳しい価格競争が見込まれることから、5％程度の減収を見込んでおります。新

規出店に関しましては、平成 18年 10月に大宮店を出店し、さらに新規出店基準を充たした物件を対象

に年間 3店舗程度の出店を計画しております。連結の売上高は 10,236百万円、経常利益は 988百万円、

純利益は 337百万円となる見込みであります。 

 

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

  平成 18年３月 30日に実施した第三者割当増資（調達全額 55億円）の資金につきましては、全額、

子会社大黒屋等の株式を取得する資金に充当いたしました。 
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４．連結財務諸表等 

当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。 

 

（1）連結貸借対照表 

  
当連結会計年度 

 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※1 1,089,628   

２．売掛金 ※1 205,034   

３．営業貸付金 ※1 1,316,967   

４．たな卸資産 ※1 2,556,665   

５．繰延税金資産  595,592   

６．その他  71,347   

  貸倒引当金  △4,750   

流動資産合計   5,830,486 30.4 

Ⅱ 固定資産     

(1）有形固定資産 ※2    

１．建物 ※1 278,855   

２．構築物  4,291   

３．土地 ※1 514,075   

４．その他  129,825   

有形固定資産合計  927,047  4.8 

(2）無形固定資産     

１．のれん  10,926,429   

２．その他  46,722   

無形固定資産合計  10,973,151  57.3 

(3）投資その他の資産     

１．投資有価証券  74,156   

２．保証金  286,630   

３．繰延税金資産  1,032,240   

４．その他  36,026   

貸倒引当金  △1,670   

投資その他の資産合計  1,427,384 7.5 

 
固定資産合計 

 

 
 69.6 

  

 
 

13,327,582 

 

資産合計  
  

19,158,069 100.0 
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当連結会計年度 

 
（平成18年９月30日） 

科目 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金 ※1,3 250,000   

２．１年以内返済の長期借入金 ※1,4 600,000   

３．未払法人税等  382,283   

４．前受金  244,129   

５．賞与引当金  36,598   

６．ポイントカード引当金  94,818   

７．受注損失引当金  200,014   

８．その他  106,495   

流動負債合計   1,914,339 10.0 

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※1,4 10,400,000   

２．退職給付引当金  8,394   

３．役員退職慰労引当金  9,549   

４．その他  60,050   

固定負債合計   10,477,993 54.7 

負債合計   12,392,333 64.7 

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金 ※2 4,000,000   

２．資本剰余金  2,133,292   

３．利益剰余金  625,433   

４．自己株式  △603   

株主資本合計   6,758,121 35,3 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金  △2,861   

評価・換算差額等合計  △2,861 0.0 

Ⅲ 新株予約権  

 

10,476 0.0 

純資産合計   6,765,735 35.3 

負債・純資産合計   19,158,069 100.0 
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（2）連結損益計算書 

 

  

当連結会計年度 
 

自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

科目 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

     

Ⅰ 売上高   4,844,443 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,908,790 60.0 

売上総利益   1,935,652 40.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  1,187,211 24.5 

営業利益   748,441 15.5 

     

Ⅳ 営業外収益     

受取利息  561   

受取配当金  807   

受取保険金  5,302   

消費税還付金  1,763   

その他  5,111 13,546 0.2 

Ⅴ 営業外費用     

支払利息  190,994   

その他金融費用  400,278   

その他  33,917 625,191 12.9 

経常利益   136,797 2.8 

Ⅵ 特別利益     

投資有価証券売却益  47,927   

貸倒引当金戻入  15,505   

前期損益修正益  8,699   

その他  583 72,715 1.5 

Ⅵ 特別損失     

減損損失 ※2 521,367   

受注損失引当金  200,014   

その他  22,983 744,365 15.3 

税金等調整前当期純利益   △534,853 △11.0 

法人税、住民税及び事業税  365,541   

法人税等調整額  △1,500,927 △1,135,386 △23.4 

当期純利益   600,533 12.4 
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（3） 連結株主資本等変動計算書 

   当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日）       （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年9月30日残高 3,719,819 3,743,079 △6,804,706 △603 657,588 

当期中の変動額      

新株の発行 2,750,000 2,750,000 － － 5,500,000 

欠損金の填補 △2,469,819 △4,359,786 6,829,606 － － 

当期純利益 － － 600,533 － 600,533 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
－ － － － － 

当期中の変動額合計 280,180 △1,609,786 7,430,139 － 6,100,533 

平成18年9月30日残高 4,000,000 2,133,292 625,433 △603 6,758,121 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券

評 価 差 額 金 

新株予約権 純資産合計 

平成17年9月30日残高 22,773 10,476 690,837 

当期中の変動額    

新株の発行 － － 5,500,000 

欠損金の填補 － － － 

当期純利益 － － 600,533 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△25,634 － △25,634 

当期中の変動額合計 △25,634 － 6,074,898 

平成18年9月30日残高 △2,861 10,476 6,765,735 
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（4） 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当連結会計年度 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

科目 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前当期純利益  △534,853  

２．減価償却費  40,505  

３．減損損失  521,367  

４．のれん償却額  280,164  

５．貸倒引当金の減少額  △14,574  

６．賞与引当金の減少額  △643  

７．ポイントカード引当金の増加額  25,995  

８．退職給付引当金の増加額  835  

９．役員退職慰労引当金の増加額  549  

10．受注損失引当金の増加額  200,014  

11．受取利息及び受取配当金  △1,369  

11．支払利息その他金融費用  591,273  

12．株式交付費  25,061  

13．投資有価証券売却益  △47,927  

14．売上債権の増加額  △118,650  

15．棚卸資産の増加額  △499,200  

16．未払金の減少額  △167,817  

17．その他  △33,051  

小計  267,678  

18．利息及び配当金受取額  1,369  

19．利息その他金融費用の支払額  △573,362  

20．法人税等の支払額  △604,830  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △909,145  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．固定資産取得による支出  △18,465  

２．投資有価証券売却による収入  97,605  

３．連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

※２ △3,733,135  

４．その他  △12,584  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,666,580  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１．短期借入れによる収入  50,000  

２．短期借入金の返済による支出  △3,500,000  

３．長期借入れによる収入  11,000,000  

４．長期借入金の返済による支出  △7,500,000  

５．株式の発行による収入  5,500,000  

６．株式の発行による支出  △25,061  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  5,524,939  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ―  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  949,213  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  140,415  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,089,628  
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

当社は、当連結会計年度において、株式会社大黒屋、ザグ株式会社、株式会社エビス、株式会社大黒屋ホール

ディングス4社の株式を取得したことに伴い、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。当連結会計

期間は営業活動の結果、748百万円の連結営業利益となりました。しかし、個別財務諸表においては、平成13年9

月期以降継続的に営業損失を計上し、また連結営業キャッシュ・フローも当連結会計期間には909百万円と大幅な

マイナスとなっております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

翌連結会計年度以降当企業集団は、子会社の潤沢なキャッシュ・フローにより、連結ベース資金繰りは安定的

で、連結営業キャッシュ・フローは来期よりプラスに転じる見込みであります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、ITソリューション事業を収益の柱として成長させるための重点課題として、

「システム開発体制の充実」と「営業力の強化」を掲げて、総力をあげて取り組んでまいります。 

 「システム開発体制の充実」につきましては、顧客のビジネスの本質を理解し、ビジネス戦略を提案するコン

サルティング能力とIT技術を駆使したシステム構築能力の両方を備え、かつ管理・調整能力を併せ持った核とな

る人材の確保を進めると同時に、プロジェクト毎に専門性が高い外部スタッフを有効に活用し、コストを意識し

た上で、納期の厳守、品質の確保、顧客ニーズへのきめ細かい対応ができる体制の強化に取り組んでまいりま

す。 

 「営業の強化」につきましては、当面の営業活動は、当社グループを含め、取引先等の人脈を最大限に活用

し、受注目標先を絞り込んで行いますが、開発体制の充実に合わせて、人員を拡充いたします。また、顧客のビ

ジネス展開を見極めて、そのために必要なシステムを先取りし積極的な提案を行い、顧客の期待に応え、その積

み重ねで真のビジネスパートナーといえる信頼関係を築き、安定的に受注を確保できる体制の確立を目指して、

全社的に取り組んでまいります。 

 さらに、大黒屋の子会社化により、当社が持つインターネット上のインフラ構築および運用のノウハウと、大

黒屋が所有するブランド品に対する高度な査定・買取りに関するノウハウを融合させて、ブランド品リサイクル

のインターネット・オークション事業への参入を目指しておりますが、その早期立ち上げに向けて当社グループ

は力を合わせて取り組んでまいります。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項  

  連結子会社の数 ４社 

  連結子会社の名称 

  株式会社大黒屋   

  ザグ株式会社 

  株式会社エビス 

株式会社大黒屋ホールディングス 

※ 平成18年3月31日に株式を取得した株式会社大黒屋、

ザグ株式会社、株式会社エビスの３社並びに平成18年

3月3日に株式を取得した株式会社大黒屋ホールディン

グスは、当連結会計年度より連結子会社となりまし

た。なお、株式会社大黒屋、ザグ株式会社、株式会社

エビスの３社は当中間連結会計期間末が支配獲得日で

あり、株式会社大黒屋ホールディングスについては当

中間連結会計期間末を支配獲得日とみなしているた

め、これら４社については、平成18年４月１日以降の

財務諸表のみを連結しております。 

 ２．持分法の適用に関する事項 

 

 関連会社がないため、持分法は適用しておりません。 

 

 ３．連結子会社の決算日等に関する事項  連結子会社のうち、株式会社大黒屋、ザク株式会社の期末決

算日は３月31日、株式会社エビスの期末決算日は４月30日で

あります。 

連結財務諸表作成にあたっては、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

 ４．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）によっております。 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法によっております。 

 ②たな卸資産 

  商品 

   個別法による原価法によっております。 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法による原価法によっております。 

仕掛品 

   個別法による原価法によっております。 
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 項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）重要な引当金の計上基準 

 ①有形固定資産 

   定率法によっております。 

   ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法

によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

   建物    ７年～47年 

    構築物   ３年～40年 

車両運搬具 ３年～６年 

    工具器具備品３年～20年 

 ②無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（３～５年）による定額法により償却しており

ます。 

 

 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

②賞与引当金 

  従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額

のうち、当連結会計年度末の負担額を計上しておりま

す。 

③ポイントカード引当金 

  販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧

客へ付与したポイントの利用に備えるため、当連結会計

年度末において将来利用されると見込まれる額を計上し

ております。 

 ④退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末

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。なお、連結子会社は、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。 

  ⑤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、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しております。 

  ⑥受注損失引当金 

  受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年

度末における受注契約に係る損失見込額を計上しており

ます。 
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 項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（4）重要なリース取引の処理方法 

 

 

 

 （5）その他連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

 

  

 

  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

引にかかる方法に準じた会計処理によっております。 

  

消費税の会計処理 

① 消費税等の会計処理 
      税抜方式によっております 

② 営業貸付金利息の計上基準 
      現金基準によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関す

る事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評

価法を採用しております。 

６．のれんの償却に関する事項 

 

  のれんの償却については、20年間の均等償却を行っており

ます。 

７．連結納税制度  連結納税制度の適用 

  当社及び連結子会社は、平成18年10月１日に開始する連結

会計年度より連結納税の適用を受けることにつき、国税庁長

官の承認を受けました。また、当連結会計年度より「連結納

税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い

（その１）」（実務対応報告第５号）及び「連結納税制度を

適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その

２）」（実務対応報告第７号）に基づき、連結納税制度の適

用を前提とした会計処理及び表示しております。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 

  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。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

※１．担保提供資産及び担保付債務 

担保資産は、借入のために以下の質権及び抵当権を設定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記以外に商標権の質権設定をしております。 

  なお、関係会社株式（取得価額21,756,347千円）につきましては質権が設定されておりますが、連結子会

社の株式のため連結貸借対照表では相殺消去されております。 

  上記債務の総額以外に極度額1,000百万円のリボルビング・ファシリティ契約（当連結会計年度末現在未使

用）があります。 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

           587,759千円 

 

※３．当社は運転資金調達のため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額       300,000千円 

借入実行残高        100,000千円 

   差 引 額        200,000千円       

 

 ※４．財務制限条項 

   借入金のうち、長期借入金11,000,000千円（うち１年以内返済額600,000千円）について㈱大黒屋ホール

ディングス（以下借入人）、並びに㈱大黒屋、ザグ㈱、㈱エビス（以下保証人）（以下借入人及び保証人を総

称して本件融資関係人）に強制期限前弁済、財務制限条項、資産制限条項がついており、これらに抵触した場

合、融資契約上の全ての債務について期限の利益を失います。 

 （1）強制期限前弁済 

次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、当該各号に定める金額にて個別貸付の期限前弁済を行う

ことを要する。但し、全貸付人の書面による事前の承認を得た場合及び本件融資関係人の新店舗出店その他

これに類する事業拡大のための合理的に必要となる金額の資金調達を行う場合を除く。 

① 本件融資関係人が、募集株式の発行、募集新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、自己株式の処

分その他エクイティ・ファイナンスによる資金調達を行った場合：当該資金調達（但し、当該資金調達

に係る諸経費、公租公課を控除後）の100％相当額 

② 本件融資関係人が、借入れ、社債の発行その他デッド・ファイナンスによる資金調達を行った場合：当

該資金調達額（当該資金調達に係る諸経費、公租公課を控除後）の100％相当額 

担保提供資産 対象債務 

建 物 抵 当 権 91,650千円 

土 地 抵 当 権 228,521千円 
短 期 借 入 金 150,000千円 

預 金 質 権 136,349千円 

売 掛 金 譲渡担保 204,895千円 

営 業 貸 付 金 譲渡担保 1,316,967千円 

た な 卸 資 産 譲渡担保 2,222,475千円 

建 物 抵 当 権 94,876千円 

土 地 抵 当 権 281,295千円 

 

1年以内返済の長期借入金 

 

 

長 期 借 入 金 

600,000千円 

 

 

10,400,000千円 
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当連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

③ 本件融資関係人が、その所有する簿価1億円以上の資産を第三者に売却した場合：資産売却代り金（不動

産証券化・流動化の代り金を含む。但し、当該売却に生ずる諸経費及び公租公課等を控除後）の100％相

当額 

④ 本件融資関係人において余剰キャッュ・フローが生じた場合：当該キャッシッ・フローの50％相当額 

⑤ 本件融資関係人が、本件担保権の対象たる不動産に付保された保険契約に係る保険金を受領した場合：当

該保険金額の100％相当額 

⑥ 借入人が、本件株式売買契約に基づく損害賠償請求により損害賠償金を受領した場合：当該損害賠償金の

100％相当額 

（2）資産制限条項 

 本件融資関係人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、事業又は重要な資産の全部又は一部の 

譲渡、本件担保権以外の担保設定その他一切の処分を行ってはならない。 

（3）財務制限条項 

① 本件融資関係人は、財務コベナンツ計算書に定める各算式により算出される以下の財務指標値を維持す

るものとする。 

（イ） 貸借対照表に基づく自己資本比率： 

  （a） 平成19年3月期   ：25％以上 

  （b） 平成20年3月期以降 ：30％以上 

（ロ） 貸借対照表上の純資産の部の合計額：50億円以上 

（ハ） 貸借対照表上に基づく流動比率：300％以上 

（ニ） 財務諸表に基づくレバレッジ倍率 

  （a） 平成19年3月期：7.00倍以下 

  （b） 平成20年3月期：5.00倍以下 

  （c） 平成21年3月期：4.00倍以下 

  （d） 平成22年3月期：3.75倍以下 

  （e） 平成23年3月期：3.50倍以下 

（ホ） DSCR：1.30以上 

（へ） インタレスト・カバレッジ倍率：3.0倍以上 

② 本件融資関係人は、多数貸付人が承認したもの以外の一事業年度あたり10億円を超える設備投資を行っ

てはならない。 

③ 本件融資関係人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、募集株式の発行、募集新株予約権付

社債の発行、その他エクイティ・ファイナンスによる資金調達（但し、本件融資関係人の新店舗出店そ

の他これに類する事業拡大のために合理的に必要とされる金額の資金調達を行う場合を除く。）を行っ

てはならない。 

④ 本件融資関係人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、借入れ、社債の発行その他デッド・

ファイナンスによる資金調達を行ってはならない。 

⑤ 本件融資関係人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、本ローン関連契約に基づく保証債務

以外の、第三者に対する保証債務の負担を行ってはならない。 

⑥ 本件融資関係人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、一事業年度あたりの累計支払額が二

億円を越えることとなるリース契約及びオフバランス取引に係る契約の締結及び履行を行ってはならな

い。 

⑦ 本件融資関係人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、手形、小切手その他のこれらに類す

る有価証券、証書又は書類の発行を行ってはならない。 

⑧ 本件融資関係人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、資本減少、準備金の減少、株式分割、
株式併合、合併（予定されている合併を除く）、株式交換又は株式移転を行ってはならない。 
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（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

   給料手当          231,996千円 

   地代家賃          120,566千円  

   支払手数料         132,698千円 

   のれん償却         280,164千円 

   ポイントカード引当金繰入  025,995千円 

※２．当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資産グルーピングの方法） 

  事業別に資産のグルーピングを行っており、不動産、ソフト開発事業、共用資産、遊休資産の４区分に分け、

さらに不動産については、ロケーションごとに区分しております。 

 （減損損失の認識に至った経緯） 

これらの資産グループのうち、名古屋及び岐阜の賃貸不動産については、取得時から大幅な時価の下落によ

り、本社共用資産、ソフト開発事業資産については、継続的な営業損益の悪化により、遊休資産については、

将来の用途が定まっていないため、減損損失を認識しております。 

（減損損失の金額） 

  減損損失の内訳は、名古屋の不動産 397,288千円（建物122,385千円、土地272,975千円、構築物1,927千

円）、岐阜の不動産103,202千円、（建物10,724千円、土地92,409千円、構築物68千円）、本社ソフト開発事業

資産6,363千円（器具工具備品6,192千円、ソフトウェア171千円）、本社共用資産10,467千円（建物7,078千

円、工具器具備品1,480千円、ソフトウェア277千円、電話加入権1,631千円）、遊休資産4,044千円（工具器具

備品4,044千円）であります。 

（回収可能価額の算定方法） 

資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。名古屋及び岐阜の建物及び土地に

ついては、不動産鑑定評価基準に基づき算定し、本社共用資産の建物については、ゼロ評価し、それ以外の工

具器具備品、電話加入権については取引事例価額等により評価しております。 

 

場所 用途 種類 

名古屋 不動産 土地、建物等 

岐阜 不動産 土地、建物等 

本社 
ソ フ ト 

開発事業 
工具器具備品 

本社 共用資産 建物 

本社 遊休資産 工具器具備品 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 当連結会計年度（自 平成17年10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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度 
末 の 株 式 数 

当連結会計年度 
増 加 株 式 数 

当連結会計年度 
減 少 株 式 数 

当連結会計年度 
末 の 株 式 数 

発行済株式     

普通株式(注) 14,223,850 22,000,000 － 36,223,850 

合計 14,223,850 22,000,000 － 36,223,850 

自己株式     

普通株式 567 － － 567 

合計 567 － － 567 

(注) 発行済株式の総数の増加は、第三者割当による新株発行を実施したことによるものであります。 

 

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．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） 

区分 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 

当連結会計 

期間増加 

当連結会計 

期間減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

第２回新株予約権 普通株式 2,619,000 － － 2,619,000 10,476 

第３回ストックオプ

ションとしての新株

予約権 

普通株式 90,000 － － 90,000 － 

提出会社 

（親会社） 第４回ストックオプ

ションとしての新株

予約権 

（注１） 

普通株式 210,000 － 55,000 155,000 － 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － 2,919,000 － 55,000 2,864,000 10,476 

(注)１．第４回新株予約権の減少は、新株予約権の消去によるものであります。 

  ２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
(平成18年９月30日) 

※ １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定        1,089,628千円 

   現金及び現金同等物       1,089,628千円 

 

※ ２．株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

    株式の取得により新たに株式会社大黒屋ホールディングスを連結したことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。 

 

株式会社大黒屋ホールディングス 

（千円） 

流動資産                          257,058 

固定資産                       0 16,067,965 

流動負債                        △3,688,160 

固定負債                        △7,500,000 

のれん                           368,236 

同社の取得価額                      5,505,100 

同社及びその子会社３社の現金及び現金同等物       △1,771,964 

差引：同社及びその子会社３社の取得のための支出      3,733,135 

 

なお、株式会社大黒屋ホールディングスの連結子会社である株式会社大黒屋、ザグ株式会社及び株式会社エ

ビスの連結開始時の資産及び負債の内訳はそれぞれ次のとおりであります。 

 

(1) 株式会社大黒屋 
（千円） 

流動資産               4,750,359 

固定資産                920,279 

流動負債              △1,259,327 

固定負債               △116,524 

 

(2) ザグ株式会社 
（千円） 

流動資産                372,695 

固定資産                243,712 

流動負債                △8,604 

固定負債             0     ― 

 

(3) 株式会社エビス 
（千円） 

流動資産                429,146 

固定資産             0   86,652 

流動負債                △5,499 

固定負債             0     ― 
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① リース取引  

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

 

 取得価額相
当額 

 
減価償却累
計額相当額 

 
期末 
残高相当額 

 千円  千円  千円 

工具器具備品 12,598 
 

11,554 
 

1,043 

計 12,598  11,554  1,043 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 

 

１年内 1,239 千円

１年超  －  

計 1,239 
 
 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 

支払リース料 1,345千円

減価償却費相当額 595

支払利息相当額 43
    
 

(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。 
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② 有価証券 

当連結会計年度（平成18年９月30日） 

(1）その他有価証券で時価のあるもの 

区分 当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

 取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 73,590 68,656 △4,934 

計 73,590 68,656 △4,934 

 （注） 有価証券の時価評価額が、取得原価と比べて30％以上下落した場合には、回復可能性が認められる合理的

な反証がないかぎり減損処理を行うことを社内基準により規定しております。 

 

   （2）当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

売却額 （千円） 売却益の合計額 （千円） 売却損の合計額 （千円） 

97,605 47,927 ― 

 

(3）時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

① その他有価証券  

非上場株式 5,500 

計 5,500 

 

 

③ デリバティブ取引 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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④ 退職給付 
1． 採用している退職給付制度の概要 
当社グループは、退職一時金制度と適格退職年金制度を採用しております。 

2． 退職給付債務に関する事項 
（1）退職給付債務      40,055千円 

（2）年 金 資 産      35,661千円 

（3）退職給付引当金      08,394千円 

3． 退職給付費用に関する事項 
（1）勤 務 費 用      04,721千円 

（2）退職給付費用      04,721千円 

4． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
当社グループは、簡便法を採用しておりますので、基礎率等については該当事項はありません。 

 

 

  ⑤ 税効果会計 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

1． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 

 繰延税金資産 

  繰越欠損金         1,892,124千円 

  減損損失           208,805千円 

  受注損失引当金        81,406千円 

  土地評価差額         40,672千円 

  ポイントカード引当金     39,823千円 

  未払事業税          34,020千円 

  その他            29,093千円 

  繰延税金資産小計      2,325,945千円 

  評価性引当額        △655,039千円 

  繰延税金資産合計      1,670,906千円 

 

 繰延税金負債 

  土地評価差額        △24,458千円 

  その他有価証券評価差額   △17,886千円 

その他             △728千円 

繰延税金負債合計      △43,072千円 

繰延税金資産の純額     1,627,833千円 

 

2． 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因と 
なった主要な項目別の内訳 

  税金等調整前当期純損失であるため、記載しておりません。 
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  ⑥ セグメント情報 

   当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

当社は当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。 

[ 事業の種類別セグメント情報 ] 

 ＩＴソリュション事業 

（千円） 

質屋、古物販売業 

（千円） 

不動産賃貸事業 

（千円） 

その他事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

   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 

 

 

890 

－ 

 

 

 

4,803,466 

－ 

 

 

 

37,353 

12,300 

 

 

 

2,733 

－ 

 

 

 

4,844,443 

12,300 

 

 

 

－ 

(12,300) 

 

 

 

4,844,443 

－ 

 

計 890 4,803,466 49,653 2,733 4,856,743 (12,300) 4,844,443 

営業費用 625 3,644,122 13,407 － 3,658,155 437,846 4,096,001 

営業利益(又は営業損失) 264 1,159,343 36,246 2,733 1,198,588 (450,146) 748,441 

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 

資産 

減価償却費 

減損損失 

資本的支出 

 

 

334,189 

－ 

6,363 

－ 

 

 

5,995,856 

33,236 

－ 

16,848 

 

 

1,471,646 

3,706 

500,490 

－ 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

 

7,801,692 

36,943 

506,853 

16,848 

 

 

11,356,376 

2,025 

14,511 

400 

 

 

19,158,069 

38,968 

521,367 

17,248 

（注）1．事業の区分方法 

    事業は、製品等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．各区分に属する主な製品・事業内容等 

事業区分 主要製品・事業内容等 

ＩＴソリューション事業 受託システム開発事業 

質屋・古物販売業 
中古ブランドの買取り及び商品販売、質屋営業法に基づ

く事業 

不動産賃貸業 商業ビル・駐車場管理業 

3．営業費用のうち配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めたものは、当社及び株式会社大黒

屋ホールディングスの管理部門に係る費用であります。 

  4．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産（11,356,376千円）の主なものは、当社及び株式

会社大黒屋ホールディングスの 長期投資資金（投資有価証券）及び繰延税金資産であります。 

 

[ 所在地別セグメント情報 ] 

 当連結会計年度（自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

[ 海外売上高 ] 

 当連結会計年度（自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。 
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⑦ 関連当事者との取引 
   当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 

(1) 親会社及び法人主要株主等  

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住 所 

資本金

又 は 

出資金 

（千円） 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権の 

所有(被所 

有)割合 

役員

の 

兼任

等 

事業上 

の関係 

取引の 

内 容 

取引金額 

（千円） 
科 目 

期末残高 

（千円） 

そ の

他の関

係会社 

ｵﾘｵﾝ・

ｷｬﾋﾟﾀ

ﾙ・ﾏﾈｰ

ｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 

東京都 

港 区 
3,500,000 

投資業、

有価証券

の投資及

び売買、

経営コン

サルタン

ト 

(被所有) 

直接 

38.6％ 

役員 

１名 
－ 支払利息 2,090 － － 

（注）１．取引金額には消費税は含まれておりません。 

２．取引条件および取引条件の決定方法 

     社内における見積り額を参考にして協議のうえ、決定しております。 

   

(2) 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住 所 

資本金

又 は 

出資金 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権の 

所有(被所 

有)割合 

役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内 容 

取引金額 

（千円） 
科 目 

期末残高 

（千円） 

役員 横山俊朗 － － 

株式会社

デジタル 

ゴ ル フ 

代表取締

役社長 

(被所有) 

直接 

0.6％ 

役員 

１名 
 － 

不動産

賃 貸 
16,800 前受金 1,470 

－ － 短期借入金 150,000 

建物の

担保提供 

（注）3 

91,650 － － 

土地の

担保提供 

（注）3 

228,521 － － 

主要 

株主 

(個人) 

宮本雅史 － － － 

(被所有) 

直接 

20.9％ 

－ － 

支払利息 2,812 未払費用 2,342 

（注）１．取引金額には消費税は含まれておりません。 

２．取引条件および取引条件の決定方法 

     社内における見積り額を参考にして協議のうえ、決定しております。 

３．当社の株主である宮本雅史氏からの借入金に対する建物及び土地の担保提供であります。 
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（１株当たり情報） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 
１株当たり純資産額  186円49銭

１株当たり当期純利益  23円67銭
  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載してお

りません。 

 

 （注） １株当たり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。 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

当期純利益または当期純損失（△）（千円） 600,533 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純利益または当期純損失（△）（千円） 600,533 

期中平均株式数（株） 25,373,968 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権３種類（新株予約権の数28,640

個）。 

 

（重要な後発事象） 

 当社の連結子会社である株式会社大黒屋ホールディングスと株式会社大黒屋、ザグ株式会社及び株式会社エビス

は平成18年12月１日に合併することを予定しております。 

 

 

５．受注及び販売の状況 

  当社は当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。 

① 受注状況 

当連結会計年度 

 （自 平成17年10月１日 

        至 平成18年９月30日） 
事業の種類別セグメントの名称 

受注高（百万円） 受注残高（百万円） 

ＩＴソリューション事業 － 300 

合  計 － 300 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 販売実績 

当連結会計年度 

 （自 平成17年10月１日 

        至 平成18年９月30日） 
事業の種類別セグメントの名称 

金額（百万円） 構成比（％） 

ＩＴソリューション事業 0 0.0 

質屋、古物売買業 4,803 99.2 

不動産賃貸事業 37 0.8 

その他 2 0.0 

合計 4,844 100.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 




