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１．18年12月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）表示単位未満を切捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年12月中間期 9,852 (△4.4) 263 (34.0) 236 (21.5)
17年12月中間期 10,310 (8.5) 196 (△53.6) 194 (△52.6)
18年６月期 20,841 △182 △210

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12月中間期 121 (－) 1,071 39 － －
17年12月中間期 △93 (－) △1,254 59 － －
18年６月期 △2,539 △30,118 93 － －

（注）１．持分法投資損益 18年12月中間期 －百万円 17年12月中間期 －百万円 18年６月期 －百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年12月中間期 113,568.60株 17年12月中間期 74,568.60株 18年６月期 84,318.60株

３．会計処理の方法の変更 無

４．営業収益、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

５．営業収益は、中間連結損益計算書の「売上高」と「その他の営業収入」を合計して記載しております。

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年12月中間期 10,818 1,278 11.4 10,865 88
17年12月中間期 12,963 1,854 14.3 24,864 07
18年６月期 12,675 1,116 8.8 9,794 49

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期 113,568.60株 17年12月中間期 74,568.60株 18年６月期 113,568.60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

百万円 百万円 百万円 百万円
18年12月中間期 0 898 △1,131 1,590
17年12月中間期 320 △194 293 999
18年６月期 123 1,194 △76 1,821

(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 1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） －社 （除外） ８社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年３月31日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
通期 14,300 160 20

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  176円11銭

※　当社は決算期の変更を行ったため、19年３月期は９ヶ月の連結決算期間となります。

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の７ページをご参照下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社の企業集団は当社及び連結子会社１社（以下、「当社グループ」という。）で構成され、リサイクル事業を主な

事業内容としております。

　当社グループに係わる位置付けは次の通りであります。

会社名 事業目的 内容

㈱フォー・ユー

リサイクル事業

（セカンドストリート）

（Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ）

（古本工房）

リサイクル品の販売及び買取

㈱ティー・プロジェクト － －

　（注）１．当社と㈱サンクル、㈱ビッグマン、㈱プロヴィジョン、㈱グローイング・ファクトリー、㈱リンク、㈲三珠

及び㈲ラントマンは、平成18年７月１日をもって当社を存続会社とする吸収合併を行っております。

　　　　２．当社と㈱ゲオアールは、平成18年10月１日をもって当社を存続会社とする吸収合併を行っております。

３．株式会社ティー・プロジェクトは、当中間期において営業活動を行っておりません。

　当中間期末における事業の系統図は次のとおりであります。

　（注）　株式会社ティー・プロジェクトについては、営業活動を行っていないため、記載しておりません。
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、常に現状に満足することなく「顧客満足」を追求し、その実現を通じた「社員満足」「株主満足」

の達成を目指しております。こうした方針を具現化する事業として、リサイクル品小売店舗の全国展開を図り、お客

様の支持を得られる店舗運営を心がけ、価値ある商品を安価で提供しております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして考えており、財務体質の強化及び経営基盤の充実を図りな

がら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

　現状におきましては誠に遺憾ながら無配の状況が続いておりますが、収益力の強化と財務体質の改善に取組み、可

能な限り早期の復配を目指してまいります。

３．投資単位の引下げに関する方針

　当社は、個人投資家をはじめとする幅広い投資家の皆様が取引にご参加いただける環境を整えるため、投資単位の

引下げと流通株式の増加に継続して取組んでいく方針であります。今後も株式市場の状況や当社株価の推移等を考慮

しつつ、慎重に対応していきたいと考えております。

４．目標とする経営指標

　当社グループでは、全国への店舗展開を中心に事業拡大を図っていることから、店舗の投資基準であるＲＯＩ（投

下資本利益率）を重要指標として採用しており、新規出店時においては投資回収期間を勘案しＲＯＩ30％以上を標準

的な判断基準としております。

５．会社の中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　当社グループでは、セカンドストリートを中心とした総合リサイクル事業が、安定的に収益を拡大していくために、

次のような取組みを行ってまいります。

①　セカンドストリート店舗網の拡充と既存店収益の向上

　主力であるセカンドストリート店舗網のさらなる拡大と経営資源の集中を目指して、平成18年10月１日付で株

式会社ゲオアールを吸収合併いたしました。これにより、セカンドストリートとＤｏｋｉ－Ｄｏｋｉを合わせた

当社グループの直営店舗は200 店舗を超え、総合リサイクル業の直営店舗では日本でもトップクラスの店舗網と

なりました。当中間期におきましては、この店舗網を最大限に活用するために、セカンドストリートの主力であ

ります「衣料」のノウハウと、Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉの主力である「電化」のノウハウの融合による既存店収益の

底上げを推進してまいりました。とりわけ、当中間期にリニューアルを実施した店舗におきましては、セカンド

ストリート商材に「電化」の売上が上乗せとなり、大きな成果を上げる結果となっております。今後も、来期以

降に計画しております新規出店時に収益に大きく貢献できますよう、融合の施策を進めてまいります。

　また、総合リサイクル事業の中核に位置する複合店舗において、集客力に大きく貢献しておりましたメディア

商材売場につきましては、株式会社ゲオサプライが運営する「古本工房」の代理店として運営していく契約を結

びました。今後は、ゲオグループが持つメディア商材のノウハウのもとに、客層と収益の拡大に努めてまいりま

す。

②　店舗支援機能の強化

　多様な商材を取り扱うセカンドストリートにおいては、適正な売買価格の設定、関連法令やメンテナンス等に

関する各商材の周辺情報の収集といったノウハウが重要であります。当中間期より新設いたしました営業支援部

は、ＰＯＳシステムを通じて得られる全国各店舗の売買価格履歴を基にした適正価格の設定を行うなど、全国各

店舗で蓄積される情報・ノウハウを横断的に把握し、全店にフィードバックすることにより、店舗運営レベルの

均一化を図っております。また、平成19年１月１日付で行いました組織変更に伴い、全国の店舗を営業部のもと

に一元化し、情報共有及び店舗運営レベルの改善のより円滑な実現を目指しております。

③　法令遵守に対する取り組み

　当社グループは、店舗運営において遵守すべき法令全般の拾い出しと、各従業員に対する意識付けに継続して

取組んでおります。また、平成19年１月１日付で商品企画部を新設し、各商品に関するより詳細な知識の蓄積と

管理手法の構築に向け、努力を続けてまいる所存です。
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④　財務体質の改善

　当社グループの連結財務諸表上における自己資本比率は、当中間期末時点で11.4％であり、改善に向けてさら

なる努力が必要な状況です。今後も、まずは収益力の強化に取組み、そのうえで有利子負債のさらなる圧縮に励

むことにより、中長期において自己資本比率を30％程度にまで引き上げたいと考えております。

６. 親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

（平成18年12月31日現在）

親会社等 属性

親会社等の議決権

所有割合

（％）

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所等

 ㈱ゲオ
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 
 34.34

東京証券取引所　　市場第一部

名古屋証券取引所  市場第一部

 ㈱Ｓ＆Ａ
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
 20.15 なし 

（注）株式会社Ｓ＆Ａは、当社の取締役であった新谷幸由より、平成18年７月11日付で当社株式を譲受けたことに

より、当社の親会社等に該当することとなりました。

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

上場会社に与える影響が最も大きいと

考えられる会社の商号又は名称
その理由

  ㈱ゲオ 当社の筆頭株主であり、業務面においても提携関係にあるため。 

③　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

　　㈱ゲオは、上述のとおり当社の筆頭株主であり、業務面においても当社と提携関係にあります。また、同社の

役員２名が当社の社外取締役として在籍しております。

　　当社としては、同社との関係を重視しつつ、当社の事業展開・重要な意思決定にあたっては、当社独自の経営

方針に従っており、同社からの経営の独立性は確保されていると認識しております。

④　親会社等との取引に関する事項

　当社は、㈱ゲオが当社の旧連結子会社である㈱ゲオアールに対し実行していた金銭消費貸借契約、リース契約

及び割賦契約に基づく債務を、㈱ゲオアールを吸収合併したことにより承継しており、当中間期末時点における

各残高は次のとおりです。

　　　借入金債務　　1,910,000千円

　　　リース債務　　  129,452千円

　　　割賦債務　　　　 44,216千円

７．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。

－ 4 －



３．経営成績
１．経営成績

(1）業績全般の概況

　当中間期におきましては、前期に断行いたしました一大改革を受け、主力事業である総合型リサイクルショップ

の店舗網を、当社１社が管理する体制への移行を図り、既存店収益力の底上げを進めてまいりました。

　当中間期において、当社の店舗網は、10店（直営10店）増加し、６店（直営６店）減少しました。この結果、当

中間期における店舗数は227 店（直営201 店、ＦＣ26 店）となりました。増加のうち8店舗は、株式会社ゲオサプ

ライとの代理店契約に基づく、「古本工房」の出店であります。これは、セカンドストリート既存店の一部におい

て残っておりました本・ＣＤ・ゲーム・ＤＶＤといったメディア系商材の売場に関し、ゲオグループがこれまで培っ

てきた運営ノウハウを享受できる体制を整えたことによるものです。

　また平成18年７月１日付けで、従来、全国に７社存在していた店舗運営子会社を全て当社に吸収合併し、さらに

平成18年10月１日付けで、総合型リサイクルショップ「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ」を運営する子会社であった株式会社

ゲオアールを当社に吸収合併することにより、全国に拡がる総合型リサイクルショップの店舗網を、当社１社によ

る統一政策の元で運営する体制への移行が完了しました。

当社１社によるセカンドストリート店舗網の管理体制への移行を図るとともに、セカンドストリート既存店収益力

の底上げを進めてまいりました。

　こうした状況の下、当社グループの当中間期の連結業績は、次のとおりとなりました。

営業収益（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円）
中間純利益又は中間
純損失（△）

（百万円）

平成18年12月中間期 9,852 263 236 121

平成17年12月中間期 10,310 196 194 △93

増減率（％） △4.4 34.0 21.5 －

　セカンドストリートの主力商材である衣料・服飾雑貨は、暖冬の影響を受けたものの、セール期間の前倒しといっ

た販売政策の成果により堅調に推移いたしました。またＤｏｋｉ－Ｄｏｋｉ店舗網の加入により、その主力商材で

ある「電化」の構成比が上昇しており、ブックマーケット事業譲渡に伴うメディア商材及び加盟店からのロイヤル

ティ収入の減少といったマイナス要因を補う形で、リサイクル事業全体の売上高を押し上げた結果、営業収益は、

9,852百万円（前年同期比4.4%減）となりました。

　経常利益は、子会社の吸収合併による新組織への移行の過程において、販売管理費の一時的な増加はありました

が、第２四半期以降は当初期待しておりました間接経費の圧縮効果が現れ始めたこと等により、236百万円（前年同

期比21.5%増）となりました。

　中間純利益は、経常利益における増加要因などにより、121百万円（前年同期は93百万円の中間純損失）となりま

した。

　なお、前期末をもって採算性の低い複合カフェ事業から撤退したことに伴い、当中間期の当社グループのセグメ

ントはリサイクル事業のみの単一セグメントとなりましたので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。
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当中間期における出店推移

前期末

増加 減少

当中間期末
新規
出店

業態
転換

その他
 

計 閉店
業態
転換

その他
 

計

リサイクル事業 直営店 197 10 0 0 10 6 0 0 6 201

フランチャイズ店 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26

計 223 10 0 0 10 6 0 0 6 227

　（注）１．前期より、「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ」直営店及びフランチャイズ店が加わっております。

２．当中間期より、株式会社ゲオサプライとの代理店契約による「古本工房」直営店が加わっております。

商品別売上高

（単位：千円）

平成18年12月中間期 平成17年12月中間期
増減率

（△印減）

平成18年６月期通期

金　額 構成比  金　額 構成比  金　額  構成比

％ ％ ％ ％

衣料 4,216,971 43.3 3,454,985 35.1 22.1 6,316,300 31.5

服飾雑貨 1,876,543 19.3 1,434,345 14.6 30.8 2,627,976 13.1

電化 954,363 9.8 444,683 4.5 114.6 818,976 4.1

生活雑貨 440,717 4.5 366,834 3.7 20.1 712,070 3.6

家具 199,341 2.0 145,955 1.5 36.6 303,742 1.5

本 393,612 4.0 1,375,820 14.0 △71.4 3,296,599 16.4

ＴＶゲーム 477,846 4.9 1,312,760 13.3 △63.6 3,165,087 15.8

音楽・映像ソフト 222,619 2.3 643,243 6.5 △65.4 1,512,114 7.5

その他 959,787 9.9 664,649 6.8 44.4 1,303,667 6.5

合　　　計 9,741,803 100.0 9,843,276 100.0 △1.0 20,056,533 100.0
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２．財政状態

(1）キャッシュ・フローの状況

　当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動及び投資活動において資金の増加

がありましたが、財務活動における借入金の返済等に伴う資金の減少があったことにより、前期末より231百万円減

少し、当中間期末の資金残高は1,590百万円となっております。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は924千円（前年同期比99.7％減少）となりました。これは主に、たな卸資産の増

加額204百万円及び未払消費税等の減少額194百万円がありましたが、税金等調整前中間純利益169百万円及び減価

償却費248百万円があったこと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）

　投資活動の結果増加した資金は898百万円（前年同期は194百万円の減少）となりました。これは主に、営業譲

渡に伴う割賦契約の解約による支出292百万円、営業譲渡に伴う損失の支払額223百万円及び新規出店に伴う固定

資産の取得による支出116百万円等がありましたが、営業譲渡による収入1,547百万円があっ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）

　財務活動の結果減少した資金は1,131百万円（前年同期は293百万円の増加）となりました。これは主に、短期

借入金の純増加額839百万円及び長期借入れによる収入300百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出

2,007百万円及び設備購入割賦代金の支払額221百万円があったことによるものであります。

(2）キャッシュ・フローの指標

平成16年12月
中間期

平成17年12月
中間期

平成18年12月
中間期

平成17年
６月期

平成18年
６月期

株主資本比率（％） 13.9 14.3 11.4 16.0 8.8

時価ベースの株主資本比率（％） 31.0 30.4 12.7 64.7 28.1

債務償還年数（年） － － － 14.6 79.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 2.3 4.1 0.0 3.0 0.8

（算定方法）

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません）

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

　（注）１．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。

２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により

算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。

４．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息を支払っている全ての負債を対象として

おります。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

３．通期の業績の見通し

　当社グループは、前期に断行いたしました一大改革により、セカンドストリートを中心とした総合リサイクル事業

に経営資源の全てを集中できる体制へ移行いたしました。当第１四半期におきましては、新体制の下での内部管理体

制を整備する過程において、一時的に経費負担が増加いたしましたが、第２四半期以降は統一組織としての運営基盤

が整い、間接経費の圧縮効果が現れ始めました。

　下半期におきましては、統一組織となりました営業部及び間接部門による運営のもと、店舗網拡大と商材ノウハウ

の共有化による収益増加と合併効果による間接経費の減少を見込んでおりますが、暖冬の影響による冬物衣料の販売

機会の損失等、不確定な要素も残ると認識しております。そのため、通期の見通しにつきましては、期首における業

績予想からの修正は行わず、連結営業収益14,300百万円、同経常利益160百万円、同当期純利益20百万円としておりま

す。
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４．事業等のリスク

(1）中古品小売業について

①　リサイクル（リユース）市場の動向

　リサイクル市場におきましては、消費者の当該市場に対する認知度の高まりとともに、既に参入している企業

においても１つの店舗で多種多様な商品を取扱う傾向が見られており、これに新規参入組が加わることにより、

当社の主力である「セカンドストリート」において商品を確保するための買取価格の変動等の発生が予測され、

当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

②　中古品の仕入れ

　当社グループが展開する店舗は、近隣商圏内の一般顧客との間でダイレクトに商品の売買を行う「自給自足」

の運営スタイルを基本としております。そのため中古品の仕入れは、新品と異なり仕入量の調節が難しいという

性格を有しています。そのため、一部商品の買取価格の上昇・商品数の不足といった状態が発生した場合には、

当社グループの財政状態及び経営成績に一時的な悪影響が及ぶ可能性があります。

③　季節変動について

　当社グループでは、「セカンドストリート」直営店を主体とした収益構造への移行に積極的に取組んでおりま

すが、現在の主力商品である「衣料」は、販売単価・量といった面で季節（気温）的な影響が大きく、四半期ご

との決算においては業績の偏りが発生いたします。

④　人材の確保・育成

　中古品の売買においては、いわゆる流通価格が存在しておりません。また、商材によっては、法的な観点から

「真贋の鑑定」、「取扱いの可否」を判断しなければならないものもあり、適切な判断と価格設定を行える人材

の確保・育成は、重要な要因となります。当社グループでは、全国直営店の過去の売買価格データ・新品市場で

の流通価格をリアルタイムで把握できるシステムの開発や、各商材の取扱いに関する情報を配信するなど、店舗

運営を支援する機能の強化に取り組み、店舗スタッフをより高いレベルで、平均的に育成できる環境の整備に努

めています。

　しかしながら、今後の店舗展開の中で、期待するレベルの人材が一時的に不足する事態も想定され、こうした

事態が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2）出店政策について

①　基本方針

　当社グループにおける基本方針は、「迅速」かつ「低コスト」で店舗の出退店を行うことであり、そのため現

在展開しておりますほぼ全ての店舗は賃貸借契約を利用しております。物件情報については、これまでの全国展

開の実績から、常に優良な空き物件情報を入手できる情報ネットワークを保有しておりますが、同様の方針で出

店を進める競合他社とのバッティング等により、希望する時期に、希望する物件を取得できないといった事態が

発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　敷金

　上述いたしましたとおり、当社グループでは賃貸による出店を基本としており、物件の契約時に賃貸人に対し

敷金を差し入れております。当中間期末における連結ベースの敷金の残高は1,840百万円（総資産に対して

17.0％）であります。

　当該敷金は、期間満了等による契約解消時に、契約に従い原則として返還されることになっておりますが、賃

貸人の経済的破綻等によりその一部又は全額が回収できなくなる可能性があります。また、契約満了前に中途解

約した場合には、契約内容に従って契約違約金の支払いが必要となる場合があります。

(3）法規制について

①　古物営業法

　古物営業法は、盗難品の流通の防止を目的として、中古品を売買するリサイクルショップや質屋を対象とした

法律です。当社グループのリサイクル事業においても、店舗所在地の各都道府県公安委員会に届出をして営業の

許可を得ております。

　同法及び関連法令による規制の要旨は次のとおりであります。

・古物の買取金額が１万円以上の場合及び中古ゲームソフト・パソコンソフトの買取りを行う場合は、相手方

の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書の交付を受けなければならない。

・取引年月日、古物の名目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿等に記載しなけ

ればならない。

　なお、盗難品の買取りが発覚した場合には、盗難が発生した日から２年以内であれば、これを無償で被害者に

回復することとされております。
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②　個人情報保護法

　古物営業法の規制により、当社グループでは店頭における商品の売買に際し、お客様の住所、氏名、職業、年

齢等特定個人を識別することが可能な情報を入手することになります。

　当社グループでは、こうした個人情報の外部への流出を防ぐため社員教育を中心とした社内管理体制の強化、

社内情報についての不正な持ち出し及び不正アクセス等に対する情報マネジメントシステムの強化等に取組んで

おり、今後も個人情報の保護機能の向上に努めてまいります。

　しかしながら、これら個人情報が漏洩した場合、社会的信用の失墜、事後対応による多額の経費発生等により、

当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　青少年の健全な育成に関する条例

　各都道府県では、青少年（18歳未満の者）の健全な育成を図ることを目的とした条例が制定されております。

条例の名称及びその内容は地域ごとに若干異なりますが、当社グループの事業においては、概ね次のような規制

を受けることになります。

・青少年からの古物の買取り（保護者の委託等がある場合を除く）

・有害な図書・玩具等の販売並びに陳列方法の制限

④　盗品・模造品の買取リスクについて

　リサイクル事業において、盗品・模造品の売買は重要な問題であります。当社グループでは、こうしたトラブ

ルを未然に防ぐべく、関連する法令の制定・改廃に関する情報を店舗に配信し、法令を常に意識するよう店舗ス

タッフに指導を行っております。また、真贋鑑定に際しては、しかるべきノウハウを有する外部機関に指導を仰

いでおり、万が一、誤ってこうした商材を買い取ってしまった場合においては、公安当局等に速やかに通報する

など、盗品・模造品の取扱いの完全排除に積極的に取り組んでおります。しかしながら、リサイクル事業には常

にこうしたリスクが潜んでおり、大きなトラブルに発展した場合には、当社グループの店舗に対する信頼性の低

下等により、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　取扱い商材に関するその他の法的規制

　そのほか、当社グループで取り扱う商材とその関連法令の主なものは次のとおりです。

法規則 対象となる商材

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 冷蔵庫・テレビ等

電気用品安全法 ＰＳＥマークの付いていない電気用品全般

薬事法 電気マッサージ器等の健康機器等

(4）有利子負債依存度について

　当社グループではこれまで、事業拡大の必要資金の多くを金融機関からの借入れにより調達していたため、有利

子負債の総額は自己資本に比して高い水準にあります。

　収益力の強化、より有利な条件による借換えといった対応策を講じておりますが、かかる有利子負債依存度の高

さにより、金利の上昇もしくは、当社業績が想定している水準に届かないといった要因が発生し、金融機関からの

借入条件が悪化した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　なお、前連結会計年度において、金融機関からの借入金の一部に付されている財務制限条項への抵触が発生して

おりましたが、現在はご猶予をいただいている状況です。なお、当社グループの収益力が回復し、安定するまでの

間、今後も継続して幹事行との協議を重ねてまいる所存です。

(5）訴訟事件について

　当社100％出資子会社の株式会社ティー・プロジェクトは、株式会社森松ゴルフ倶楽部との間で、営業上の損害に

対する賠償に関して、東京高等裁判所で係争中です。同社は、当社が「うどん事業」からの撤退に伴い平成16年６

月30日付でフランチャイズチェーン本部機能を含む同事業の営業譲渡を行ったことに対し、フランチャイズ出店時

の経緯等を理由に、営業上の損害として約162百万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。

　当中間期において、損害賠償額の一部の賠償を命ずる旨の一審判決が下りましたが、双方ともにこれを不服とし、

控訴しております。

　当社グループでは、本件原告の主張には理由が無いものとし、引き続き当社の正当性を主張していく方針であり

ますが、現状において結果を予想することは困難であり、当社グループに不利となる判決にいたった場合には、当

社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(6）大株主による経営への関与の状況

①　株式会社ゲオ　

　当社は、当社の大株主である株式会社ゲオから社外取締役２名を受け入れております。今後、ゲオショップと

の共同出店等、両社のコラボレーションによる様々な取組みを協議し、さらなる業績の向上を実現できるものと

考えております。

②　株式会社ＪＢＦパートナーズ

　当社は、当社の大株主であるジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合の無限責任組合員である

株式会社ＪＢＦパートナーズ（以下、「ＪＢＦＰ」という。）から社外取締役２名を受け入れております。これ

により当社は、ＪＢＦＰの有する事業戦略・財務戦略等に関するノウハウを享受するなど、様々な支援を受ける

ことが可能であり、当社グループがさらなる成長を果たし、企業価値を高めていくために最良の選択であると考

えております。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 1,092,751 1,652,714 1,916,829

２　売掛金 122,475 197,870 141,842

３　たな卸資産 3,744,738 2,858,687 2,800,648

４　繰延税金資産 394,856 － 83,778

５　その他 594,909 466,298 1,623,398

貸倒引当金 △52,824 △17,005 △24,506

流動資産合計 5,896,908 45.5 5,158,566 47.7 6,541,990 51.6

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 2,005,256 1,731,487 1,727,882

(2）土地 ※２ 187,545 263,833 263,357

(3）その他 371,549 2,564,350 272,215 2,267,536 286,760 2,278,000

２　無形固定資産

(1）のれん － 349,520 351,819

(2）連結調整勘定 879,050 － －

(3）その他 110,568 989,618 36,307 385,827 39,278 391,097

３　投資その他の資産

(1）長期貸付金 418,046 254,182 274,841

(2）敷金 1,895,363 1,840,553 2,143,238

(3）繰延税金資産 501,142 294,388 210,610

(4）その他 704,469 679,205 878,945

貸倒引当金 △47,877 3,471,144 △81,861 2,986,468 △78,360 3,429,275

固定資産合計 7,025,113 54.2 5,639,832 52.1 6,098,374 48.1

Ⅲ　繰延資産

１　新株発行費 32,952 16,020 28,683

２　社債発行費 8,743 3,716 6,166

繰延資産合計 41,695 0.3 19,736 0.2 34,849 0.3

資産合計 12,963,717 100.0 10,818,135 100.0 12,675,214 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 134,745 102,780 82,137

２　短期借入金 ※２ 1,261,700 2,175,900 1,336,400

３　１年以内償還予定
の社債

162,000 162,000 162,000

４　１年以内返済予定
の長期借入金

※２ 2,231,195 1,683,424 2,151,144

５　未払金 777,171 641,029 1,365,292

６　未払法人税等 76,475 64,791 81,281

７　賞与引当金 － 17,821 17,602

８　その他 690,721 513,905 819,164

流動負債合計 5,334,009 41.2 5,361,652 49.6 6,015,021 47.5

Ⅱ　固定負債

１　社債 527,000 365,000 446,000

２　長期借入金 ※２ 4,087,438 2,976,946 4,216,622

３　長期未払金 967,880 646,916 754,230

４　退職給付引当金 － － 9,266

５　その他 193,309 189,577 117,167

固定負債合計 5,775,628 44.5 4,178,440 38.6 5,543,286 43.7

負債合計 11,109,638 85.7 9,540,093 88.2 11,558,308 91.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 987,447 7.6 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 1,216,247 9.4 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 △349,232 △2.7 － － － －

Ⅳ　自己株式 △384 △0.0 － － － －

資本合計 1,854,078 14.3 － － － －

負債・資本合計 12,963,717 100.0 － － － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,839,597 17.0  1,839,597 14.5

２　資本剰余金   － －  2,068,397 19.1  2,068,397 16.3

３　利益剰余金   － －  △2,673,588 △24.7  △2,795,264 △22.0

４　自己株式   － －  △384 △0.0  △384 △0.0

株主資本合計   － －  1,234,022 11.4  1,112,346 8.8

Ⅱ　新株予約権   － －  44,020 0.4  4,560 0.0

純資産合計   － －  1,278,042 11.8  1,116,906 8.8

負債・純資産合計   － －  10,818,135 100.0  12,675,214 100.0

－ 12 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 10,204,544 100.0 9,748,020 100.0 20,715,911 100.0

Ⅱ　売上原価 3,409,682 33.4 3,319,727 34.1 7,084,361 34.2

売上総利益 6,794,861 66.6 6,428,293 65.9 13,631,550 65.8

Ⅲ　その他の営業収入 105,644 1.0 104,814 1.1 125,704 0.6

営業総利益 6,900,506 67.6 6,533,107 67.0 13,757,254 66.4

Ⅳ　販売費及び一般管理
費

１　広告宣伝費 235,750 118,016 411,467

２　給与手当等 1,065,575 1,143,859 2,167,584

３　雑給与 1,361,072 1,269,582 2,886,293

４　水道光熱費 430,499 407,253 922,918

５　賃借料 2,028,184 1,787,064 4,133,594

６　減価償却費 303,936 207,521 650,368

７　その他 1,278,685 6,703,704 65.7 1,336,056 6,269,353 64.3 2,767,449 13,939,676 67.3

営業利益 196,801 1.9 263,753 2.7 △182,422 △0.9

Ⅴ　営業外収益

１　受取利息 23,848 6,295 30,682

２　不動産賃貸料収入 － 15,401 －

３　自販機手数料 64,086 32,644 129,279

４　その他 47,360 135,295 1.3 42,642 96,983 1.0 95,151 255,113 1.2

Ⅵ　営業外費用

１　支払利息 112,400 92,063 223,583

２　新株発行費償却 － 12,662 －

３　その他 25,072 137,472 1.3 19,497 124,224 1.3 60,059 283,643 1.3

経常利益 194,624 1.9 236,513 2.4 △210,951 △1.0

Ⅶ　特別利益

１　固定資産売却益 ※１ 6,804 852 6,804

２　貸倒引当金戻入額 3,900 － －

３　営業譲渡益 320,000   －  320,000   

４　賃貸契約解約違約
金

－   8,500  16,284   

５　退職給付引当金戻
入益

－   7,789  －   

６　その他 2,739 333,444 3.3 － 17,141 0.2 － 343,088 1.6

－ 13 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅷ　特別損失

１　固定資産売却損 ※２ － － 178

２　固定資産除却損 ※３ 7,687 4,521 38,586

３　貸倒引当金繰入額 81,298 － 63,726

４　貸倒損失 － － 62,347

５　店舗閉鎖損 ※４ 169,576 52,650 452,873

６　減損損失 ※５ 236,278 21,141 1,193,787

７　営業譲渡損失  － － 87,084

８　商品処分損 151,547 － 183,472

９　リース解約損 17,489 3,645 29,644

10　その他特別損失 － 663,877 6.5 2,652 84,610 0.9 － 2,111,702 10.2

税金等調整前中間
純利益又は税金等
調整前中間(当期)
純損失(△)

△135,808 △1.3 169,044 1.7 △1,979,564 △9.6

法人税、住民税及
び事業税

90,593 47,368 91,259

法人税等調整額 △132,848 △42,254 △0.4 － 47,368 0.5 468,761 560,021 2.7

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(△)

△93,553 △0.9 121,676 1.2 △2,539,586 △12.3

－ 14 －



(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

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,216,247

Ⅱ　資本剰余金中間期末残
高

1,216,247

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △255,678

Ⅱ　利益剰余金減少高

　　中間純損失 93,553 93,553

Ⅲ　利益剰余金中間期末残
高

△349,232

－ 15 －



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７月１日　至　平成18年12月31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

平成18年６月30日　残高（千円） 1,839,597 2,068,397 △2,795,264 △384 1,112,346

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益   121,676  121,676

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 121,676 － 121,676

平成18年12月31日　残高（千円） 1,839,597 2,068,397 △2,673,588 △384 1,234,022

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日　残高（千円） 4,560 1,116,906

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益  121,676

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

39,460 39,460

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

39,460 161,136

平成18年12月31日　残高（千円） 44,020 1,278,042

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

平成17年６月30日　残高（千円） 987,447 1,216,247 △255,678 △384 1,947,632

連結会計年度中の変動額

新株の発行 852,150 852,150   1,704,300

当期純損失   △2,539,586  △2,539,586

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

852,150 852,150 △2,539,586 － △835,286

平成18年６月30日　残高（千円） 1,839,597 2,068,397 △2,795,264 △384 1,112,346

新株予約権 純資産合計

平成17年６月30日　残高（千円） 4,560 1,952,192

連結会計年度中の変動額

新株の発行  1,704,300

当期純損失  △2,539,586

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ △835,286

平成18年６月30日　残高（千円） 4,560 1,116,906

－ 16 －



(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
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間純
利益又は中間(当期)
純損失(△)

△135,808 169,044 △1,979,564

減価償却費 304,177 248,001 650,850

減損損失 236,278 21,141 1,193,787

繰延資産償却額 13,307 15,112 30,225

貸倒引当金の増加額
又は減少額(△)

77,398 △3,999 93,656

商品廃棄損 109,404 132,800 339,034

受取利息及び受取配
当金

△23,853 △6,295 △30,693

支払利息 112,400 92,063 223,583

貸倒損失 － － 62,347

店舗閉鎖損 166,089 41,030 417,449

営業譲渡損失 － － 87,084

商品処分損 151,547 － 183,472

営業譲渡益 △320,000 － △320,000

固定資産売却益 △6,804 △852 △6,804

固定資産売却損 － － 178

固定資産除却損 7,687 4,521 38,586

売上債権の減少額又
は増加額(△)

110,924 △56,027 138,175

たな卸資産の増加額 △402,255 △204,112 △697,743

仕入債務の増加額又
は減少額(△)

35,333 20,642 △37,907

未払消費税等の増加
額又は減少額(△)

51,448 △194,330 127,085

その他 △16,021 △162,996 △133,594

小計 471,253 115,745 379,210

－ 17 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受
取額

23,542 6,352 30,262

利息の支払額 △78,891 △68,081 △163,448

法人税等の還付額 － 6,212 －

法人税等の支払額 △95,756 △59,304 △122,840

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

320,147 924 123,183

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金等の預入に
よる支出

△12,720 △10,220 △22,555

定期預金等の払戻に
よる収入

18,200 43,005 25,880

固定資産の取得によ
る支出

△254,185 △116,097 △433,772

固定資産の売却によ
る収入

80,037 9,107 103,490

投資有価証券の取得
による支出

△57,000 － △57,000

連結の範囲の変更を
伴う子会社出資金の
取得による収入

28,812 － －

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による収入

－ － 111,988

貸付けによる支出 △406,700 － △413,789

貸付金の回収による
収入

121,612 24,091 208,579

敷金等の支出 △180,699 △28,229 △426,431

敷金等の返還による
収入

149,317 42,669 218,668

営業譲渡に伴うリー
ス違約金の支出

－ △52,396 △297,414

営業譲渡に伴う割賦
契約の解約による支
出

－ △292,672 －

営業譲渡に伴う損失
の支払額

－ △223,689 －

営業譲渡による収入 320,000 1,547,985 2,179,211

その他 △1,361 △44,667 △2,692

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△194,686 898,887 1,194,164

－ 18 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増加
額又は減少額（△）

535,200 839,500 △90,100

長期借入れによる収
入

1,469,000 300,000 1,818,131

長期借入金の返済に
よる支出

△1,519,252 △2,007,396 △2,947,252

社債の発行による収
入

196,200 － 196,200

社債の償還による支
出

△81,000 △81,000 △162,000

設備購入割賦代金の
支払額

△306,247 △221,650 △585,180

株式の発行による収
入

－ － 1,694,227

新株予約権の発行に
よる収入

－ 39,460 －

配当金の支払額 △86 △54 △176

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

293,814 △1,131,140 △76,149

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
増加（減少△）額

419,275 △231,329 1,241,198

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

580,346 1,821,544 580,346

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

999,621 1,590,214 1,821,544

－ 19 －



中間連結財務諸表作成のため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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　連結の範囲に関する事項 　子会社は、全て連結しております。　子会社は、全て連結しております。　子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　８社

連結子会社の名称

㈱サンクル

㈱ビッグマン

㈱プロヴィジョン

㈱グローイング・ファクトリー

㈱リンク

㈱ティー・プロジェクト

㈲三珠

㈲ラントマン

 
　なお、㈲三珠及び㈲ラントマン

については、新規に出資金を取得

したことにより当中間連結会計期

間末より連結の範囲に含めており

ます。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱ティー・プロジェクト

　

　

　

　

　

　

　

 
　なお、㈱サンクル、㈱ビッグマ

ン、㈱プロヴィジョン、㈱グロー

イング・ファクトリー、㈱リンク、

㈲三珠及び㈲ラントマンは、当社

を存続会社とした吸収合併を実施

したことにより、平成18年７月１

日付で消滅しております。

　また、㈱ゲオアールは、当社を

存続会社とした吸収合併を実施し

たことにより、平成18年10月１日

付で消滅しております。

連結子会社の数　９社

連結子会社の名称

㈱サンクル

㈱ビッグマン

㈱プロヴィジョン

㈱グローイング・ファクトリー

㈱リンク

㈱ティー・プロジェクト

㈲三珠

㈲ラントマン

㈱ゲオアール

　なお、㈲三珠、㈲ラントマン及

び㈱ゲオアールについては、新た

に株式を取得したことにより当連

結会計年度より連結の範囲に含め

ております。

２　持分法の適用に関する事

項

　持分法適用会社はありません。 　持分法適用会社はありません。   持分法適用会社はありません。

 

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、㈲ラントマン

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当たっ

て、当該会社については、中間連結

決算日現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用しております。

　その他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、㈱ゲオアール

の決算日は２月28日であります。

 連結財務諸表の作成に当たって、当

該会社については、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。

 

　その他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。

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

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(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

　　時価のないもの

　　　同左

(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

時価のないもの

　同左

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

　　同左

②　デリバティブ

　同左

③　たな卸資産

商品

　総平均法による原価法

③　たな卸資産

商品

　同左

③　たな卸資産

商品

　同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

　同左

貯蔵品

　同左

－ 20 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法

　なお、耐用年数については、

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。

(2）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

(2）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

②　無形固定資産

定額法

　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

　なお、ソフトウェア以外の無

形固定資産の耐用年数は、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。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　商法施行規則の規定する最長

期間（３年間）にわたり均等償

却しております。

(3）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　３年間にわたり均等償却して

おります。

(3）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　同左

②　社債発行費

　商法施行規則の規定する最長

期間（３年間）にわたり均等償

却しております。

②　社債発行費

　３年間にわたり均等償却して

おります。

②　社債発行費

　同左

(4）重要な引当金の計上基準

　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

績率等を勘案し必要と認められる

額を、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。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

───── ②　賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支給に

備えるため、将来の支給見込額

のうち当期の負担額を計上して

おります。

②　賞与引当金

　　新規連結子会社において、従

業員に対する賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のう

ち当期の負担額を計上しており

ます。

───── ③　退職給付引当金

　　連結子会社の吸収合併に伴い、

賃金体系を統一させることを目

的として、退職金制度を廃止い

たしました。

　これに伴い退職給付引当金を

全額取崩し、特別利益として退

職給付引当金戻入益7,789千円

を計上しております。

③　退職給付引当金

　　新規連結子会社において、従

業員の退職給付に備えるため、

期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、期

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。

　　数理計算上の差異は、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（５年）に

よる定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしてお

ります。

(5）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係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(5）重要なリース取引の処理方法

　同左

(5）重要なリース取引の処理方法

　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているた

め、特例処理によっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

(6）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

　ヘッジ手段：金利スワップ

　ヘッジ対象：借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：同左

　ヘッジ対象：同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：同左

　ヘッジ対象：同左

③　ヘッジ方針

　当社の内規である管理規程に

基づき、金利変動リスクを一定

の範囲内でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

　同左

③　ヘッジ方針

　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特

例処理によっているため、有効

性評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　同左

(7）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

　消費税等の会計処理

　同左

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 　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。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調整前中間純

利益は236,278千円減少しておりま

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規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。 

―――――― 

　 

（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。

これにより営業損失及び経常損失は

92,738千円減少しており、税金等調

整前当期純損失は1,101,049千円増加

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。  

―――――― ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  当連結会計年度より、「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1,112,346千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

―――――― （中間連結貸借対照表）

　「営業権」、「連結調整勘定」は、改正後の中間連結財

務諸表規則の適用に伴い、当中間連結会計期間末残高にお

いて、「営業権」と「連結調整勘定」を合算して「のれ

ん」と表示しております。なお、当中間連結会計期間末に

おける従来の「営業権」、「連結調整勘定」に相当する金

額は、それぞれ以下のとおりであります。

　　　営業権　　　　　 46,085千円

　　　連結調整勘定　　303,434千円

―――――― （中間連結損益計算書）

１　前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「不動産賃貸料収入」

は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分

掲記することといたしました。なお、前中間連結会計期

間における「不動産賃貸料収入」の金額は、以下のとお

りであります。

　　　不動産賃貸料収入　　 9,905千円

２　前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりました「新株発行費償却」は、

営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記

することといたしました。なお、前中間連結会計期間に

おける「新株発行費償却」の金額は、以下のとおりであ

ります。

　　　新株発行費償却　　　10,984千円
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注記事項

（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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         2,045,675千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,712,688千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,589,943千円

※２　このうち債務の担保に供している資産

は、次のとおりであります。

※２　このうち債務の担保に供している資産

は、次のとおりであります。

※２　このうち債務の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       45,000千円

建物及び構築物       32,652千円

土地      187,545千円

現金及び預金 45,000千円

建物及び構築物 30,699千円

土地 187,545千円

現金及び預金 45,000千円

建物及び構築物 31,654千円

土地 187,545千円

上記の資産を担保に供している債務の

種類は、次のとおりであります。

上記の資産を担保に供している債務の

種類は、次のとおりであります。

上記の資産を担保に供している債務の

種類は、次のとおりであります。

短期借入金       34,700千円

長期借入金      349,934千円

(１年以内返済予定のものを含む)

短期借入金 116,680千円

長期借入金 143,234千円

(１年以内返済予定のものを含む)

長期借入金 196,520千円

(１年以内返済予定のものを含む)

　３　偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入金・リース契約債務に対して次

のとおり連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入金・リース契約債務に対して次

のとおり連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

のリース契約債務に対して次のとおり

連帯保証を行っております。

㈱空間工房   2,744千円 ㈱空間工房 514千円 ㈱空間工房 899千円

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行13行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

2,400,000千円

借入実行残高 1,890,000千円

差引額 510,000千円

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

 

当座貸越極度額の総

額
850,000千円

借入実行残高 850,000千円

差引額 －千円

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基

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。

 

当座貸越極度額の総

額
1,200,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 950,000千円
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（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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物   410千円

その他(器具及び備

品)
  6,393千円

　計 6,804千円

その他(車両運搬具) 26千円

その他(器具及び備

品)
826千円

　計 852千円

建物及び構築物 410千円

その他(器具及び備

品)
6,393千円

　計  6,804千円

※２　　　　　 ─────── ※２　　　　　 ─────── ※２　固定資産売却損の内訳

その他(車両運搬具) 178千円

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物   6,243千円

その他(車両運搬具)   90千円

その他(器具及び備

品)
  1,353千円

　計 7,687千円

建物及び構築物 3,734千円

その他(器具及び備

品)
787千円

　計 4,521千円

建物及び構築物 30,719千円

その他(車両運搬具) 200千円

その他(器具及び備

品)
3,391千円

その他(ソフトウェ

ア)
4,224千円

その他(長期前払費

用)
50千円

　計 38,586千円

※４　店舗閉鎖損は、ＢＭ南平岸店、ＳＳ長

命ヶ丘店、ＢＭ五日市店ほか９店舗の

閉鎖及び業態転換に伴うもので、主な

内訳は以下のとおりであります。

※４　店舗閉鎖損は、ＤＤ大垣店、ＤＤ福島

南店、ＳＳ六日町店ほか　店舗の閉鎖

に伴うもので、主な内訳は以下のとお

りであります。

※４　店舗閉鎖損は、ＳＳ東生駒店、ＢＭ恒

久店、ＦＴ東大阪店ほか26店舗の閉鎖

及び業態転換等に伴うもので、主な内

訳は以下のとおりであります。

固定資産除却損       61,020千円

解約違約金     40,553千円

撤去費用 63,624千円

その他      4,376千円

計    169,576千円

固定資産除却損 6,904千円

解約違約金 23,243千円

撤去費用 7,817千円

その他 14,685千円

計 52,650千円

固定資産除却損 134,914千円

解約違約金 114,788千円

撤去費用 164,644千円

その他 38,526千円

計 452,873千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※５　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

計上いたしました。

※５　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

計上いたしました。

※５　減損損失

当連結会計年度において、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

いたしました。

地域 用途 種類
減損損失
（千円） 

北海道地区
 (２店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

7,830

リース資産 9,476
その他 627

東北地区
 (３店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

32,978

リース資産 17,903
その他 3,526

 
北陸地区

 (１店舗)
 

 
店舗
資産
 

建物及び構
築物

7,581

リース資産 19,480

その他 1,859

関西地区
 (３店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

33,827

リース資産 34,137

その他 4,586

中国地区
 (２店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

9,372

リース資産 4,132

その他 2,143

四国地区
 (２店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

8,188

リース資産 10,380

その他 523

九州地区
 (４店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

13,217

リース資産 12,288

その他 2,214

 合計（17店舗） 236,278

地域 用途 種類
減損損失
（千円） 

東北地区
 (３店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

3,720

リース資産 1,655
その他 201

関東地区
 (２店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

7,372

リース資産 7,287

その他 10

九州地区
 (１店舗)

店舗
資産

リース資産 891

その他 1

 合計（６店舗） 21,141

地域 用途 種類
減損損失
（千円） 

北海道地区
 (２店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

7,830

リース資産 9,476
その他 627

東北地区
 (６店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

58,501

リース資産 27,194
その他 25,009

 
北陸地区

 (３店舗)
 

 
店舗
資産
 

建物及び構
築物

18,886

リース資産 19,480

その他 4,296

関西地区
 (４店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

42,259

リース資産 36,308

その他 7,068

中国地区
 (２店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

9,372

リース資産 4,132

その他 2,143

四国地区
 (２店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

8,188

リース資産 10,380

その他 523

九州地区
 (６店舗)

店舗
資産

建物及び構
築物

21,147

リース資産 20,518

その他 2,441

 店舗資産合計（25店舗） 335,788

 
北陸地区

 (１件)
 

 
賃貸
不動産
 

建物及び構
築物

16,851

その他 6,050

 賃貸不動産合計（１件） 22,901

 
北海道・関
東地区(１

件)
 北陸地区
(１件)

 

 
のれん
 

連結調整勘
定

835,097

 のれん合計（２件） 835,097

　当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位である店舗を基本単位として

おります。営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスである店舗について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能性は使用価値に

より算定しており、将来キャッシュ・フロー

を3.8％で割り引いて算出しております。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位である店舗を基本単位として

おります。営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスである店舗について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能性は使用価値に

より算定しており、将来キャッシュ・フロー

を3.8％で割り引いて算出しております。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位である店舗を基本単位とし、

賃貸不動産については個別の物件毎を基本単

位としております。営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスである店舗及び収益力が

著しく低下した賃貸不動産については、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

は減損損失として特別損失に計上しておりま

す。また、のれんについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定した収益が

見込めなくなった連結調整勘定を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を同様に計上して

おります。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値

により算定しており、将来キャッシュ・フ

ローを3.8％で割り引いて算出しております。
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（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７月１日　至　平成18年12月31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

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 113,574 － － 113,574

合計 113,574 － － 113,574

自己株式

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

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

提出会社

（親会社）

平成16年新株予約権 普通株式 4,104 － － 4,104 4,560

平成16年新株予約権 普通株式 1,800 － － 1,800 －

平成18年新株予約権（注）１ 普通株式 － 3,946 － 3,946 39,460

合計 － 5,904 3,946 － 9,850 44,020

 　（注）１．平成18年新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行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であります。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　　（注）１ 24,858 88,716 － 113,574

合計 24,858 88,716 － 113,574

自己株式

普通株式  　（注）２ 1.8 3.6 － 5.4

合計 1.8 3.6 － 5.4

  　（注）１．普通株式の発行済株式の増加88,716株は、平成17年８月19日付の株式分割（1：３）による増加49,716株、

平成18年４月28日を払込期日とする第三者割当増資に伴う新株の発行による増加39,000株であります。

 　　　　 ２．自己株式の普通株式の増加3.6株は、平成17年８月19日付の株式分割（１：３）によるものであります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 平成16年新株予約権  (注)１ 普通株式 1,368 2,736 － 4,104 4,560

平成16年新株予約権  (注)１ 普通株式 600 1,200 － 1,800 －

合計 － 1,968 3,936 － 5,904 4,560

  　（注）１．当連結会計年度増加は、平成17年８月19日付の株式分割（１：３）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であります。

（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
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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掲記されている科目

の金額との関係

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掲記されている科目

の金額との関係

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17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定    1,092,751千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等
   △93,130千円

現金及び現金同等物      999,621千円

現金及び預金勘定 1,652,714千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等
△62,500千円

現金及び現金同等物 1,590,214千円

現金及び預金勘定 1,916,829千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等
△95,285千円

現金及び現金同等物 1,821,544千円

２　重要な非資金取引の内容

当中間連結会計期間に新たに計上した割

賦契約に係る資産及び債務の額は、それ

ぞれ434,052千円であります。

２　重要な非資金取引の内容

当中間連結会計期間に新たに計上した割

賦契約に係る資産及び債務の額は、それ

ぞれ106,227千円であります。

２　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に新たに計上した割賦契

約に係る資産及び債務の額は、それぞれ

621,835千円であります。

―――――― ―――――― ３　株式会社エーツーへの営業譲渡により減

少した資産の主な内訳は次のとおりであ

ります。

流動資産 1,978,144千円

固定資産 492,017千円

　資産合計 2,470,161千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

有形固定資

産

「その他」

(車両運搬

具)

有形固定資

産

「その他」

(器具及び備

品)

無形固定資

産

「その他」

(ソフトウェ

ア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価

額相当

額

21,453 3,125,713 45,474 3,192,640

減価償

却累計

額相当

額

8,585 1,843,851 38,279 1,890,716

減損損

失累計

額相当

額

－ 132,703 － 132,703

中間期

末残高

相当額

12,867 1,149,157 7,194 1,169,220

有形固定資

産

「その他」

(車両運搬

具)

有形固定資

産

「その他」

(器具及び備

品)

無形固定資

産

「その他」

(ソフトウェ

ア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価

額相当

額

19,045 1,896,577 31,267 1,946,890

減価償

却累計

額相当

額

8,034 974,590 17,394 1,000,020

減損損

失累計

額相当

額

－ 65,265 － 65,265

中間期

末残高

相当額

11,010 856,721 13,873 881,604

有形固定資

産

「その他」

(車両運搬

具)

有形固定資

産

「その他」

(器具及び備

品)

無形固定資

産

「その他」

(ソフトウェ

ア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価

額相当

額

24,025 2,065,072 93,520 2,182,618

減価償

却累計

額相当

額

9,480 1,034,508 30,267 1,074,256

減損損

失累計

額相当

額

－ 59,186 － 59,186

期末残

高相当

額

14,545 971,377 63,252 1,049,175

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

    　未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

    　未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

    　未経過リース料期末残高相当額

１年以内     497,570千円

１年超      837,380千円

合計    1,334,951千円

１年以内 368,707千円

１年超 615,213千円

合計 983,921千円

 １年以内 393,041千円 

 １年超 748,793千円 

 合計 1,141,835千円 

リース資産減損勘定

の残高 132,703千円
リース資産減損勘定

の残高 50,834千円
リース資産減損勘定

の残高 55,628千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料   387,594千円

減価償却費相当額     352,229千円

支払利息相当額   30,739千円

減損損失   107,799千円

支払リース料 230,560千円

リース資産減損勘定

の取崩額

11,278千円

減価償却費相当額 209,156千円

支払利息相当額 21,849千円

減損損失 9,834千円

支払リース料 686,527千円

リース資産減損勘定

の取崩額

117,892千円

減価償却費相当額 596,063千円

支払利息相当額 58,607千円

減損損失 127,491千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息

法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日）

　時価評価の必要な有価証券はありません。なお、時価評価されていない主な有価証券の内容は次のとおりであ

ります。

　その他有価証券

 　 非上場株式　　57,000千円

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日）

　時価評価の必要な有価証券はありません。なお、時価評価されていない主な有価証券の内容は次のとおりであ

ります。

　その他有価証券

 　 非上場株式　　57,000千円

前連結会計年度末（平成18年６月30日）

　時価評価の必要な有価証券はありません。なお、時価評価されていない主な有価証券の内容は次のとおりであ

ります。

　その他有価証券

 　 非上場株式　　57,000千円

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年６月30日）

　該当事項はありません。
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④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及

び数

当社の取締役５名及び

従業員４名並びに当社

の100％子会社の取締

役10名及び従業員25名

当社の取締役７名及び

従業員６名並びに当社

の100％子会社の従業

員47名

当社の取締役６名及び

従業員２名並びに当社

の100％子会社の従業

員29名

当社の従業員19名及び

当社の100％子会社の

従業員236名

ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式  1,755株 普通株式　1,530株 普通株式　1,170株 普通株式　1,500株

付与日 平成14年10月31日 平成16年12月１日 平成17年９月16日 平成17年９月27日

権利確定条件

 付与日以降、権利確

定日（平成16年９月

30日）まで当社並び

に当社100％子会社の

取締役又は従業員で

あること。

 付与日以降、権利確

定日（平成18年９月

30日）まで当社並び

に当社100％子会社の

取締役又は従業員で

あること。

 付与日以降、権利確

定日（平成18年９月

30日）まで当社並び

に当社100％子会社の

取締役又は従業員で

あること。

 付与日以降、権利確

定日（平成19年９月

30日）まで当社並び

に当社100％子会社の

取締役又は従業員で

あること。

対象勤務期間
自 平成14年10月31日

至 平成16年９月30日

自 平成16年12月１日

至 平成18年９月30日

自 平成17年９月16日

至 平成18年９月30日

自 平成17年９月27日

至 平成19年９月30日

権利行使期間

権利確定後２年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

権利確定後３年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

 権利確定後３年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

 権利確定後３年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

 　　（注）株式数に換算しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　

　（株）
    

前連結会計年度末 － 1,521 － －

付与 － － 1,170 1,500

失効 － 594 360 561

権利確定 － － － －

未確定残 － 927 810 939

権利確定後　　　　　

　（株）
    

前連結会計年度末 1,053 － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 531 － － －

未行使残 522 － － －

  　　（注）平成17年８月19日付で行った株式分割（１：３）により、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整され

ております。
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②　単価情報

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　

　　（円）
75,460 46,772 79,910 53,823

行使時平均株価　　　

　　（円）
－ － － －

公正な評価単価（付与

日）（円）
－ － － －
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

  前連結会計年度末をもって採算の低い複合カフェ事業から撤退したことにより、当中間期の当社グループの

セグメントはリサイクル事業のみの単一セグメントとなりましたので、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。

前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

リサイクル
事業(千円)

複合カフェ
事業

（千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 9,948,921 361,267 10,310,188 － 10,310,188

(2）セグメント間の内部営業収益

又は振替高
－ － － － －

計 9,948,921 361,267 10,310,188 － 10,310,188

営業費用 9,669,440 443,946 10,113,386 － 10,113,386

営業利益又は損失(△) 279,480 △82,678 196,801 － 196,801

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、取扱い商品及びサービスの類似性により区分しております。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）リサイクル事業……ブックマーケット店、セカンドストリート店

(2）複合カフェ事業……ファンキータイム店

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

リサイクル
事業(千円)

複合カフェ
事業

（千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 20,182,237 659,378 20,841,615 － 20,841,615

(2）セグメント間の内部営業収益

又は振替高
－ － － － －

計 20,182,237 659,378 20,841,615 － 20,841,615

営業費用 20,199,695 824,342 21,024,038 － 21,024,038

営業利益又は損失(△) △17,457 △164,964 △182,422 － △182,422

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、取扱い商品及びサービスの類似性により区分しております。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）リサイクル事業……ブックマーケット店、セカンドストリート店

(2）複合カフェ事業……ファンキータイム店

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

７月１日　至　平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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。
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ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

７月１日　至　平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額        24,864円07銭 10,865円88銭 9,794円49銭

１株当たり中間純利益

又は中間（当期）純損

失（△）

      △1,254円59銭 1,071円39銭 △30,118円93銭

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益

　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するも

のの中間純損失であるため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につい

ては、希薄化効果を有してい

る潜在株式がないため、記載

しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するも

のの１株当たり当期純損失で

あるため、記載しておりませ

ん。

 　当社は、平成17年２月18日

付及び平成17年８月19日付で

それぞれ普通株式１株につき

３株の割合で株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなり

ます。

 当社は、平成17年８月19日付

で普通株式１株につき３株の

割合で株式分割を行っており

ます。

 なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下

のとおりとなります。

 前中間連結
会計期間

前連結会計年
度

１株当たり純
資産額

１株当たり純
資産額

24,402円78銭 26,118円66銭

１株当たり中
間純利益金額

１株当たり当
期純利益金額

2,299円32銭 4,015円21銭

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益金
額

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益金
額

2,248円49銭 3,857円73銭

前連結会計年度

 １株当たり純資産額

 26,118円66銭 

１株当たり当期純利益金額

    4,015円21銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額

   3,857円73銭
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　（注）　１株当たり中間純利益金額又は中間（当期）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７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（千円）
△93,553 121,676 △2,539,586

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は中間（当

期）純損失（△）（千円）
△93,553 121,676 △2,539,586

期中平均株式数（株） 74,568.60 113,568.60 84,318.60

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） 4,114.17 － －

（うち新株予約権） (4,114.17) (－)  (－)

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14年９月26日定

時株主総会決議による

ストックオプション

（新株予約権）及び平

成16年９月28日定時株

主総会決議によるス

トックオプション（新

株予約権）であります。

　平成16年９月28日定

時株主総会決議による

ストックオプション

（新株予約権）、平成

17年９月27日定時株主

総会決議によるストッ

クオプション（新株予

約権）及び平成18年６

月19日臨時株主総会決

議による新株予約権で

あります。

　平成14年９月26日定

時株主総会決議による

ストックオプション

（新株予約権）及び平

成16年９月28日定時株

主総会決議によるス

トックオプション（新

株予約権）であります。
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 （企業結合等関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 共通支配下の取引等

 Ⅰ　当社による連結子会社及び孫会社の吸収合併

 １．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要

 (1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

 ①　結合企業

 株式会社フォー・ユー

 ②　被結合企業

株式会社サンクル、株式会社ビッグマン、株式会社プロヴィジョン、株式会社グローイング・ファクト

リー、株式会社リンク、有限会社三珠、有限会社ラントマン（以下、「各子会社並びに孫会社」という。）

 ③　被結合企業の事業の内容

リサイクル品小売業

 (2) 企業結合の法的形式の概要

　当社を存続会社、各子会社並びに孫会社を消滅会社とする吸収合併方式であり、結合後の企業の名称は株式

会社フォー・ユーとなっております。また、本吸収合併は、会社法第796条第３項に定める簡易合併並びに、

同法第784条第１項に定める略式合併であるため、当社及び各子会社並びに孫会社は、株主総会の承認を得ず

に合併をいたしました。

　なお、合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いは行っておりません。

 (3) 取引の目的を含む取引の概要

 ①　合併の目的

　主力事業である総合型リサイクルショップ「セカンドストリート」の店舗運営レベルの底上げと、より高

いレベルでの平均化を図るべく、それまで各地域における店舗運営権限を有していた各子会社並びに孫会

社と合併し、１社体制へ移行を目指したものであります。

 ②　合併の期日

　平成18年７月１日

 ２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）に基づき、共通支配下の

取引として会計処理を行っております。

 Ⅱ　当社による株式会社ゲオアールの吸収合併

 １．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要

 (1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

 ①　結合企業

 株式会社フォー・ユー

 ②　被結合企業

株式会社ゲオアール

 ③　被結合企業の事業の内容

リサイクル品小売業

 (2) 企業結合の法的形式の概要

　当社を存続会社、株式会社ゲオアールを消滅会社とする吸収合併方式であり、結合後の企業の名称は株式会

社フォー・ユーとなっております。また、本吸収合併は、会社法第796条第３項に定める簡易合併並びに、同

法第784条第１項に定める略式合併であるため、当社及び株式会社ゲオアールは、株主総会の承認を得ずに合

併をいたしました。

　なお、合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いは行っておりません。

 (3) 取引の目的を含む取引の概要

 ①　合併の目的

　主力事業である総合型リサイクルショップ「セカンドストリート」の店舗運営レベルの底上げと、より高

いレベルでの平均化を図るべく、当社１社による全国店舗網の統括管理体制の構築を目的として合併いた

しました。

 ②　合併の期日

　平成18年10月１日
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 ２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）に基づき、共通支配下の

取引として会計処理を行っております。

 ３．結合当事企業に係る株式の追加取得原価

　当社は、平成18年３月に当社の親会社等である株式会社ゲオが所有する株式会社ゲオアールの発行済株式の

60％を譲受け、当社の連結子会社としておりましたが、株式会社ゲオアールを合併するに際して、同社を完全

子会社化するため、当社は株式会社ゲオから残る全ての株式を買い取っており、その取得原価は38,000千円で

あります。

 ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

 (1) のれんの金額

　38,000千円

 (2) 発生原因

　円滑な完全子会社化を図るためにプレミアムを付したことにより発生したものであります。

 (3) 償却の方法及び償却期間

　５年間の均等償却を行っております。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　新株予約権の発行

　平成18年６月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条並びに平成18年６月19日

開催の臨時株主総会決議に基づき、株式会社ゲオに対する新株予約権の発行を決議し、次のとおり発行いた

しました。

１　新株予約権の内容及び数 　　　　　　　　　　株式会社フォー・ユー第８回新株予約権 3,946個

２　新株予約権の払込金額 　　　　　　　　　　　１個につき金10,000円

３　新株予約権総数引受契約締結日　　 　　　　　平成18年７月18日

４　払込期日 　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年７月19日

５　新株予約権の発行価額の払込を取扱う銀行 　　株式会社香川銀行 本店

６　新株予約権の目的たる株式の種類及び総数

当社普通株式 3,946株（本新株予約権１個あたりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という。）１

株）。ただし、下記７(3)又は(6)により行使価額（下記７(1)に定義される。）が調整された場合には、次に

定める算式により割当株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数株式はこれを切り上げるものとす

る。

 

調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

調整後割当株式数＝

　なお、上記算式で使用する調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記７(3)における調整前行使価額及び

調整後行使価額とする。

７　新株予約権行使時に際して出資される財産の価額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する当

社普通株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）に割当株式数を乗じた金額とする。

(2) 当初の行使価額は金43,700円とする。

(3) 本新株予約権を発行する日（以下「本新株予約権発行日」という。）後、①当社が株式の分割により普

通株式を発行するとき、②当社が調整前の行使価額を下回る価額で当社普通株式を発行又は自己株式を処

分するとき（新株予約権の行使による場合を除く。）、又は③１株あたりの新株予約権の発行価額及び当

該新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の合計額が本新株予約権の調整前行使価額を下回る普通

株式にかかる新株予約権もしくは新株予約権の引受権を発行もしくは付与するときは、その時点で行使さ

れていない本新株予約権について次の算式（以下「行使価額調整式」という。）により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。ただし、③の場合には、発行される新

株予約権の１株あたりの発行価額及び当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の合計額を行使

価額調整式の「１株あたりの払込金額」として、また新規発行株式数については当該新株予約権がすべて

発行日（ただし、株主割当日がある場合はその日）に行使されたものとみなして、調整後行使価額を計算

する。

 

新規発行株式数×１株あたりの払込金額
調整前行使価額

既発行株式数+
調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数+新規発行株式数

　　上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する自己株式を

控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１

株あたりの払込金額」を「１株あたりの処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

(4) 上記(3)による調整後行使価額の適用時期は、①の場合は株主割当日の翌日以降、②の場合は発行又は交

付される株式の払込期日（ただし、株主割当日がある場合はその日）の翌日以降、③の場合は発行される

新株予約権の発行日（ただし、株主割当日がある場合はその日）の翌日以降とする。

(5) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

算出する場合には、行使価額調整式中の「調整前行使価額」は、調整前行使価額からこの差額を差し引い

た額を適用する。
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(6) 上記(3)の行使価額の調整を必要とする場合のほか、次のいずれかの場合には、当社は取締役会が適切と

定める方法により、行使価額の調整を行うものとする。ただし、かかる調整の金額及び方法は、公正かつ

合理的なものでなければならない。

(ア) 株式の併合、資本の減少、会社分割又は合併等のために行使価額の調整を必要とするとき。

(イ) 上記(ア）のほか、当社の発行済株式数の変更（当社普通株式以外の株式の発行を含む。）又は変更

の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

８　新株予約権を行使することができる期間

平成18年８月１日から平成21年７月31日まで

９　増加する資本金及び資本準備金に関する事項

資本金の増加額は、上記２及び７に基づいて算出された払い込みをなすべき額に0.5を乗じた額とし、　残

額は資本準備金に組み入れるものとする。

10　新株予約権の行使請求の受付場所 　　　　　　　株式会社フォー・ユー本社

11　新株予約権の行使に際して払込を取扱う銀行 　　株式会社香川銀行 本店

12　新株予約権の行使により発行された株式に対する剰余金の配当

新株予約権の行使により新株を発行した当社普通株式に対する剰余金の配当については、当該新株予約権

の行使価額の払込がなされた時の属する営業年度の最初に新株の発行があったものとみなして払う。

13　新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

14　新株予約権証券の発行

新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り、当社はこれを発行する。
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