
平成18年11月期 個別財務諸表の概要 平成19年１月22日

上場会社名 シグマ・ゲイン株式会社 上場取引所 大

コード番号 8192 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.sigmagain.com)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 　氏名　原根　俊二

問合せ先責任者　役職名 経営企画室長 　氏名　山口　一成 ＴＥＬ　　（０３）５５２１－２６６０
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定時株主総会開催日 平成19年2月23日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1000株）

１．平成18年11月期の業績（平成17年12月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月期 13,274 1,765 1,611 1,629

17年11月期 3,351 42 24 △2,090

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年11月期 15 57 11 44 20.9 10.4 12.1

17年11月期 △29 99 ― ― △61.0 0.3 0.7

（注）①期中平均株式数 18年11月期          104,624,665株 17年11月期 69,718,255株

②会計処理の方法の変更 無

③平成17年９月９日開催の臨時株主総会の決議により、決算期を従来の３月末日から11月末日に変更いたしました。
従いまして、前期は平成17年４月１日から平成17年11月30日の８ヶ月決算となっておりますので、前期との比較
は行っておりません。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年11月期 17,533 8,845 50.4 80 96

17年11月期 13,384 6,769 50.6 65 99

（注）①期末発行済株式数 18年11月期          109,260,133株 17年11月期 102,575,627株

②期末自己株式数 18年11月期       62,989株 17年11月期 58,798株

２．平成19年11月期の業績予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,884 448 446

通　期 7,830 1,524 1,521

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　13円92銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年11月期 ― ― ― ― ― ―

18年11月期 ― 3 3 327 19.3 4.1

19年11月期（予想） ― 3 3    

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第59期

（平成17年11月30日）
第60期

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

 （資産の部）        

 Ⅰ　流動資産        

   １　現金及び預金  ※１  5,905,626   1,159,217   

   ２　売掛金  ※７  10,609   787   

   ３　営業投資有価証券  22,413   8,553,386   

   ４　販売用不動産  ※１  2,957,085   2,999,771   

   ５　前渡金  37,850   1,050   

   ６　前払費用  27,058   17,110   

   ７　未収入金  25,895   23,778   

   ８　預け金  66,587   ―   

   ９　短期貸付金  ※７  1,197,900   280,219   

   10　買取債権  438,000   ―   

   11　その他  5,624   7,321   

   12　貸倒引当金  △3,276   △1,918   

     流動資産合計  10,691,376 79.9  13,040,723 74.4 2,349,347

 Ⅱ　固定資産 ※６        

  (1）有形固定資産        

１　建物 ※１ 2,368,934   1,083,318    

       減価償却累計額及び
減損損失累計額

1,927,943 440,991  1,060,414 22,903   

     ２　構築物  118,567   75,135    

       減価償却累計額及び
減損損失累計額

93,998 24,568  75,135 ―   

     ３　機械及び装置  55,911   ―    

       減価償却累計額及び
減損損失累計額

51,712 4,198  ― ―   

     ４　車両運搬具 ―   10,105    

　　　 減価償却累計額 ― ―  2,452 7,652   

     ５　器具及び備品  6,152   23,414    

       減価償却累計額及び
　　減損損失累額

3,577 2,575  4,971 18,442   

６　土地
※１
※２

 554,320   68,845   

     ７　建設仮勘定  ―   15,098   

     有形固定資産合計  1,026,654 7.7  132,943 0.7 △893,711
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第59期

（平成17年11月30日）
第60期

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

   (2）無形固定資産        

     １　ソフトウェア  ―   502   

     ２　電話加入権  237   237   

       無形固定資産合計  237 0.0  739 0.0 502

   (3）投資その他の資産        

     １　投資有価証券  270   100,270   

     ２　関係会社株式  ※１  1,000,000   3,810,521   

     ３　長期貸付金  ※１  326,355   214,755   

     ４　役員及び従業員長
期貸付金

 1,698   ―   

     ５　破産更生債権等  35,540   35,540   

     ６　長期前払費用  689   2,875   

     ７　差入保証金  ※１  335,096   218,545   

     ８　その他  3,700   15,000   

     ９　貸倒引当金  △36,630   △38,462   

     投資その他の資産合計  1,666,718 12.4  4,359,045 24.9 2,692,327

     固定資産合計  2,693,610 20.1  4,492,728 25.6 1,799,118

     資産合計  13,384,986 100.0  17,533,451 100.0 4,148,465
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第59期

（平成17年11月30日）
第60期

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）        

 Ⅰ　流動負債        

   １　買掛金  164,490   ―   

   ２　短期借入金
 ※１
 ※７

 2,498,000   1,350,000   

   ３　一年以内返済予定の
長期借入金

 ※１  20,000   ―   

   ４　一年以内償還予定の
転換社債

 ※１  1,250,000   ―   

   ５　未払金  368,085   110,033   

   ６　未払法人税等  13,732   16,758   

   ７　未払消費税等  6,711   ―   

   ８　未払費用  5,498   15,437   

   ９　前受金  1,678,500   354,197   

   10　預り金  808   6,584   

   11　前受収益  12,814   19,711   

 　12　その他  ―   20,000   

     流動負債合計  6,018,640 45.0  1,892,723 10.8 △4,125,917

 Ⅱ　固定負債        

　 １  転換社債  ―   5,800,000   

   ２　長期借入金  ※１  ―   700,000   

   ３　再評価に係る繰延税
金負債

 ※２  16,595   16,595   

   ４　長期未払金  112,069   46,788   

   ５　預り保証金  81,755   44,165   

   ６　賃借契約損失引当金  334,104   131,994   

   ７　その他  52,800   55,800   

     固定負債合計  597,324 4.4  6,795,343 38.8 6,198,018

     負債合計  6,615,965 49.4  8,688,066 49.6 2,072,100
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第59期

（平成17年11月30日）
第60期

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

 （資本の部）        

 Ⅰ　資本金 ※３  7,043,034 52.6  ― ― ―

 Ⅱ　資本剰余金        

       資本準備金  4,436,152   ― ― ―

     資本剰余金合計  4,436,152 33.2  ― ― ―

 Ⅲ　利益剰余金        

       当期未処理損失  4,723,835   ―  ―

     利益剰余金合計  △4,723,835 △35.3  ― ― ―

 Ⅳ　土地再評価差額金  ※２  24,189 0.2  ― ― ―

 Ⅴ　自己株式  ※４  △10,520 △0.1  ― ― ―

     資本合計  6,769,020 50.6  ― ― ―

負債・資本合計  13,384,986 100.0  ― ― ―

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  7,272,364 41.5 ―

２．資本剰余金         

資本準備金  ―   223,189    

資本剰余金合計   ― ―  223,189 1.3 ―

３．利益剰余金         

その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  ―   1,341,697    

利益剰余金合計   ― ―  1,341,697 7.6 ―

４．自己株式   ― ―  △11,702 △0.1 ―

株主資本合計   ― ―  8,825,549 50.3 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  ― ―  △4,354 △0.0 ―

２．土地再評価差額金 ※２  ― ―  24,189 0.1 ―

評価・換算差額等合
計 

  ― ―  19,835 0.1 ―

純資産合計   ― ―  8,845,385 50.4 ―

負債純資産合計   ― ―  17,533,451 100.0 ―
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(2）損益計算書

  
第59期

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

(1) 投資事業売上高  1,666,028   7,149,089    

(2) 不動産事業売上高  58,424   4,292,990    

(3) 経営戦略支援事業売
上高

 6,300   1,832,081    

(4) 小売事業売上高  1,620,925 3,351,678 100.0 ― 13,274,161 100.0 9,922,482

         

Ⅱ　売上原価         

(1) 投資事業売上原価  1,340,285   6,411,241    

(2) 不動産事業売上原価  29,773   3,506,867    

(3) 経営戦略支援事業　
売上原価

 ―   612,908    

(4) 小売事業売上原価         

１　商品期首棚卸高  875,773   ―    

２　当期商品仕入高  1,272,126   ―    

合計  2,147,900   ―    

３　他勘定振替高  ※５ 782,824   ―    

  1,365,075 2,735,133 81.6 ― 10,531,017 79.3 7,795,883

売上総利益   616,545 18.4  2,743,144 20.7 2,126,598

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  573,718 17.1  977,830 7.4 404,111

営業利益   42,826 1.3  1,765,313 13.3 1,722,486

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  25,108   43,692    

２　仕入割引  32,017   ―    

３　賃貸収入  21,695   ―    

４　修繕積立金受取額  ―   25,018    

５　雑収入  7,530 86,351 2.5 883 69,593 0.5 △16,757

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  29,598   85,506    

２　社債利息  6,663   13,721    

３　賃貸原価  20,507   ―    

４　新株発行費  42,656   ―    

５　社債発行費  ―   96,455    

６　財務手数料  ―   27,000    

７　雑損失  4,876 104,303 3.1 396 223,078 1.7 118,775

経常利益   24,875 0.7  1,611,828 12.1 1,586,953
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第59期

（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ ―   625,728    

２　関係会社株式売却益  ―   49,873    

３　その他  ― ― ― 1,300 676,901 5.1 676,901

         

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※３ ―   41,105    

２　固定資産除却損 ※４ 2,047   157,133    

３　減損損失 ※６ 1,256,499   268,355    

４　営業譲渡損失  304,342   ―    

５　賃借契約損失引当金
繰入

 334,104   8,890    

６　賃借契約中途解約損  ―   60,312    

７　リース料一括処理費
用

 27,892   ―    

８　関係会社株式評価損  ―   117,000    

９　その他  237,972 2,162,858 64.5 3,869 656,667 4.9 △1,506,191

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失(△)

  △2,137,983 △63.8  1,632,063 12.3 3,770,046

法人税・住民税及び
事業税

 3,432   2,682    

過年度法人税等還付
額

 △1,340   ―    

法人税等調整額  △49,228 △47,136 △1.4 ― 2,682 0.0 49,819

当期純利益又は当期
純損失(△)

  △2,090,846 △62.4  1,629,380 12.3 3,720,227

前期繰越損失   1,249,768   ―   

土地再評価差額金取
崩額

  △1,383,219   ―   

当期未処理損失   4,723,835   ―   
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(3）損失処理案

  
第59期

株主総会承認日
（平成18年２月24日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   4,723,835

Ⅱ　損失処理額    

資本準備金取崩額  4,436,152 4,436,152

Ⅲ　次期繰越損失   287,683
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(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成17年11月30日　残高
（千円）

7,043,034 4,436,152 4,436,152 △4,723,835 △4,723,835 △10,520 6,744,831

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 229,330 223,189 223,189    452,519

当期純利益（千円）    1,629,380 1,629,380  1,629,380

自己株式の取得（千円）      △1,182 △1,182

欠損填補による資本準備金の
取崩（千円）

 △4,436,152 △4,436,152 4,436,152 4,436,152  ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千
円）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

229,330 △4,212,962 △4,212,962 6,065,532 6,065,532 △1,182 2,080,718

平成18年11月30日　残高
（千円）

7,272,364 223,189 223,189 1,341,697 1,341,697 △11,702 8,825,549

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成17年11月30日　残高
（千円）

― 24,189 24,189 6,769,020

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）    452,519

当期純利益（千円）    1,629,380

自己株式の取得（千円）    △1,182

欠損填補による資本準備金の
取崩（千円）

   ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千
円）

△4,354 ― △4,354 △4,354

事業年度中の変動額合計
（千円）

△4,354 ― △4,354 2,076,364

平成18年11月30日　残高
（千円）

△4,354 24,189 19,835 8,845,385
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重要な会計方針

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

　総平均法による原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のないもの

総平均法による原価法

(2) その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

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）を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。　

　　　　　　

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産については、個別法による原価法によっ

ております。

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　　　　　　　同左

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降の新規取得建物（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、事業用定期借地権契約による借地上の建物に

ついては、事業用定期借地権の貸借期間を耐用年数

として採用しております。

また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

  同左

建物 ３～34年

器具備品 ３～20年

 

(2)   　  ――――――――― (2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内　

　における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

４　繰延資産の処理方法

新株発行費は、支出時に全額費用として処理しており

ます。

４　繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しており

ます。

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定

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。

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2) 賃借契約損失引当金

閉店済みの店舗等に係る不動産の賃借契約について

予測される損失の発生に備えるため、将来負担する

と見込まれる支払賃料等の金額を見積もり計上して

おります。

(2) 賃借契約損失引当金

同左
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第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

６　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

６　リース取引の処理方法

同左

７　その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採

用しております。

７　その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採

用しております。なお、控除対象外の消費税等につ

いては、算定した税額を発生事業年度の期間費用と

して処理しております。ただし、固定資産に係る控

除対象外の消費税等は、投資その他の資産のその他

に計上し、５年間で均等償却しております。

(2) 投資事業組合等への出資金の会計処理

投資事業組合等への出資金に係る会計処理は、組合

等の事業年度の財務諸表に基づいて、組合等の資

産・負債・収益・費用を当社の出資持分割合に応じ

て計上しております。また、出資金払込後、当社の

決算日までに、財務諸表が作成されていない投資事

業組合等への出資金については、流動資産の「営業

投資有価証券」に計上しております。

(2) 投資事業組合等への出資金の会計処理

投資事業組合等への出資金に係る会計処理は、組合

等の事業年度の財務諸表に基づいて、組合等の資

産・負債・収益・費用を当社の出資持分割合に応じ

て計上しております。また、出資金払込後、当社の

決算日までに、財務諸表が作成されていない投資事

業組合等への出資金については、流動資産の「営業

投資有価証券」に計上しております。
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　会計処理方法の変更

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）  　　　　　　　　―――――――――

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純損失は、1,256,499千円増加して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき、減価償却累計額に合算して減価償却累計額

及び減損損失累計額の科目をもって掲記しております。

 

  ―――――――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第5号　平成17年12月9日)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第8号　平成17年12月9

日)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は8,845,385千円で

あります。

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております

追加情報

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

――――――――― 　当中間貸借対照表において、「その他の関係会社有価

証券」として表示しておりました投資事業組合出資金を

「営業投資有価証券」に変更いたしました。この変更に

よる影響額は6,681,873千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第59期
（平成17年11月30日）

第60期
（平成18年11月30日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

販売用不動産 1,335,919千円

建物 105,237千円

土地 478,825千円

長期貸付金 139,500千円

差入保証金 249,226千円

関係会社株式 700,000千円

合計 3,008,709千円

販売用不動産 1,973,317千円

定期預金 200,000千円

合計 2,173,317千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 2,498,000千円

一年以内返済予定の長期

借入金
20,000千円

一年以内償還予定の転換

社債

350,000千円

合計 2,868,000千円

短期借入金 700,000千円

長期借入金 700,000千円

合計 1,400,000千円

※２　土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日公布法律第19号）及び「土地

の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律

第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該

再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再

評価差額金」として資本の部に計上しております。

※２　土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日公布法律第19号）及び「土地

の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律

第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該

再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再

評価差額金」として資本の部に計上しております。

(1）再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づき、奥行価格補正等の合理的

な調整を行って算出しております。

(1）再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づき、奥行価格補正等の合理的

な調整を行って算出しております。

(2）再評価を行った年月日　　　平成14年３月20日 (2）再評価を行った年月日　　　平成14年３月20日

※３　授権株式数 普通株式 300,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 102,634,425株

※３　　　　　　―――――――――

※４　自己株式の保有数 普通株式 58,798株 ※４　　　　　　―――――――――

　５　資本の欠損

　資本の欠損の額は、4,734,355千円であります。

　５　　　　　　―――――――――

※６　当事業年度において事業目的を変更し、不動産事業

を主たる事業の一つと位置づけたことに伴い、前期ま

で「投資その他の資産」の「賃貸不動産」として表示

していた不動産（当事業年度末　1,018,138千円、前

事業年度末　1,198,983千円）は、当事業年度より「有

形固定資産」の「建物」、「構築物」、「機械及び装

置」、「器具及び備品」及び「土地」として表示して

おります。

　６　　　　　　―――――――――
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第59期
（平成17年11月30日）

第60期
（平成18年11月30日）

※７　関係会社項目

区分掲記されているもの以外で、各科目に含まれて

いるものは、次のとおりであります。

売掛金　　10,300千円

※７　関係会社項目

区分掲記されているもの以外で、各科目に含まれて

いるものは、次のとおりであります。

 短期貸付金 280,219千円 

 短期借入金 650,000千円 

　８　配当制限

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第

７条の２第１項の規定により、配当に充当することが

制限されております。

　８　配当制限

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第

７条の２第１項の規定により、配当に充当することが

制限されております。

（損益計算書関係）

第59期
（自　平成17年４月１日

至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 25,968千円

物流費 10,377千円

役員報酬 18,343千円

給料手当 134,035千円

退職給付費用 22,938千円

法定福利費 19,155千円

手数料 82,412千円

水道光熱費 18,094千円

地代家賃 125,099千円

租税公課 33,529千円

減価償却費 13,513千円

貸倒引当金繰入額 4,892千円

役員報酬 50,194千円

給料手当 171,070千円

賞与 36,570千円

手数料 339,846千円

交際費 28,729千円

消耗品費 22,608千円

支払報酬 49,852千円

地代家賃 85,065千円

旅費交通費 27,454千円

租税公課 72,025千円

減価償却費 34,053千円

貸倒引当金繰入額 954千円

おおよその割合 おおよその割合

販売費 64.9％

一般管理費 35.1％

販売費 35.7％

一般管理費 64.3％

 ※２　　　　　　　――――――――― ※２　固定資産売却益の主な内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 14,947千円

土地 610,780千円

 ※３　　　　　　　――――――――― ※３　固定資産売却損の主な内訳は次のとおりであります。

　　　　　　

建物及び構築物 24,593千円

器具備品 1,258千円

土地 15,254千円

※４　固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。※４　固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物 1,521千円

車両運搬具 62千円

器具備品 463千円

建物 111,898千円

器具及び備品 1,020千円

機械及び装置 4,102千円

原状復旧工事 40,111千円

※５　他勘定振替高は営業譲渡損失への振替高であります。 　　　　　　　　―――――――――
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第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※６　減損損失

　当事業年度において当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

 場所 用途 種類 減損損失

（千円）

大阪府

大阪市

店舗及び

賃貸不動

産 

 土地

建物・構築物

器具備品他

ソフトウェア

221,864

170,273

24,195

14,887

大阪府

東大阪市

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

94,941

4,448

大阪府

泉南市

賃貸不動

産 

建物・構築物 237,410

奈良県

磯城郡

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

184,602

49,350

三重県

名張市

賃貸不動

産 

土地

建物・構築物

80,457

40,889

愛知県

春日井市

遊休不動

産 

土地 88,700

その他

６市町村

店舗 建物・構築物

器具備品

29,789

14,690

 合計

 

 土地

 建物・構築物

 器具備品他

 ソフトウェア

670,564

532,161

38,886

14,887

当社は、店舗、賃貸不動産等の物件単位で資産グ

ループを決定しております。

当社は、家庭電化商品を中心とした小売業から金

融・不動産業へと業態を転換するにあたり、従来の

店舗設備については営業譲渡及び閉店により全て廃

止いたしました。これに伴い発生する損失を当期首

の時点において固定資産の減損損失として認識し、

特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額及び使用価値

により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士

による鑑定評価額に基づき算定し、使用価値は当社

の資本コストである6.83％で現在価値に割り引いて

算定しております。

※６　減損損失

　当事業年度において当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

 場所 用途 種類 減損損失

（千円）

奈良県

香芝市

賃貸不動

産 

建物・構築物 268,355

 合計  建物・構築物 268,355

当社は、店舗、賃貸不動産等の物件単位で資産グ

ループを決定しております。

　当社は、前事業年度における大幅な業態転換に伴

い、従来の店舗設備について減損損失を認識いたし

ましたが、前事業年度において収益性が見込まれて

いた上記資産グループについて、賃料相場の動向に

より今後の回収可能性が低下いたしましたので、当

事業年度末の時点において固定資産の減損損失とし

て認識し、特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ておりますが、売却や他への転用が困難であるため、

正味売却価額を零として算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年12月1日　至　平成18年11月30日）

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

普通株式(注) 58,798 4,191 ― 62,989

合計 58,798 4,191 ― 62,989

 (注)普通株式の自己株式の増加4,191株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。

②　有価証券

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成17年11月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

③　税効果会計

第59期
（平成17年11月30日）

第60期
（平成18年11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）

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）

減価償却超過額 479,378千円

賃借契約損失引当金否認額 136,007千円

ゴルフ会員権評価損否認額 14,119千円

繰越欠損金 2,061,676千円

その他 71,402千円

小計 2,762,585千円

評価性引当額 2,762,585千円

繰延税金資産の合計 ―千円

減価償却超過額 132,980千円

賃借契約損失引当金否認額 53,708千円

投資損失 66,128千円

繰越欠損金 1,281,547千円

その他 128,357千円

小計 1,662,723千円

評価性引当額 1,662,723千円

繰延税金資産の合計 ―千円

２　再評価に係る繰延税金負債の発生の内訳 ２　再評価に係る繰延税金負債の発生の内訳

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

土地再評価差額金 16,595千円 土地再評価差額金 16,595千円

３　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の主要な項目別の内訳

税引前当期純損失のため記載しておりません。

３　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の主要な項目別の内訳

 (％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費損金不算入 0.7

受取配当金益金不算入 △0.0

繰越欠損金の減少 56.7

評価性引当額の減少 △97.7

住民税均等割 0.1

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり純資産額 65円99銭

１株当たり当期純損失 29円99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、

潜在株式は存在するものの当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額 80円96銭

１株当たり当期純利益金額 15円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 11円44銭

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は下記のとおりであります。

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失   

 　当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △2,090,846 1,629,380

 　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又は純損失（△）（千

円）
△2,090,846 1,629,380

 期中平均株式数（株） 69,718,255 104,624,665

   

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

   当期純利益調整額（千円） ― 8,137

　　　（うち支払利息（税額相当額控除後）） ― (8,137)

 普通株式増加数（株） ― 38,544,694

 　 （うち新株予約権） ― (6,471)

 　 （うち転換社債） ― (20,045,661)

 　  （うち新株予約権付社債） ― (18,492,562)

 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

①転換社債

　第２回無担保転換社債 

　（額面金額50百万円）

②新株予約権

　株主総会の特別決議日

　　平成14年12月20日

　　（新株予約権35個）

　株主総会の特別決議日

　　平成17年６月29日

　　（新株予約権200個）

①新株予約権

　株主総会の特別決議日

 　 平成17年６月29日

　  （新株予約権200個）

　株主総会の特別決議日

　　平成18年２月24日

　　（新株予約権1,000個）

（重要な後発事象）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成17年11月30日）

第60期
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

―――――――――― ――――――――――
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 （その他）

「賃料減額確認等請求」の訴訟（旧ナカヌキヤ４丁目店（大阪市浪速区日本橋４丁目））について

　旧ナカヌキヤ４丁目店の賃料減額確認等請求に関する訴訟（当社が賃借人）については、平成17年３月31に賃料を

4,529千円（月額）から3,750千円（月額）に減額し、その差額を平成16年５月31日に遡って返還する旨の判決があり、

相手方が上告したため、係争が継続中でありましたが、平成18年７月14日に当該上告が受理されない決定がありました

ので、本訴訟は終結いたしました。

　これにより、当社の家賃負担が軽減されておりますが、影響額は軽微であります。
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７．役員の異動
１．代表者の異動

 該当事項はありません。

２．その他の役員の異動

 (平成19年2月23日)

新任取締役

取締役　大月　良紀（現　専務執行役員不動産事業本部長）

取締役　長田　雄次（現　執行役員投資事業本部長）

取締役　山口　一成（現　執行役員経営企画室長）

取締役　西本　俊彦（現　執行役員管理本部長）

取締役　清水　巖　（現　日本アセットアドバンス株式会社代表取締役）

退任取締役

取締役　渡邊　誠

新任監査役

社外監査役（非常勤）　町田　伸一（弁護士）

以上
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