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１．18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は、表示単位未満を切り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 8,775 (－) 279 (163.2) 254 (53.5)
17年12月中間期 387 (△9.6) 106 (5.1) 165 (145.7)
18年６月期 727 147 192

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 108 (△46.7) 952 63
17年12月中間期 202 (742.3) 2,721 69
18年６月期 △3,269 △38,776 98

（注）１．期中平均株式数 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

２．会計処理の方法の変更 無

３．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

４．18年12月中間期の営業収益は、中間損益計算書の「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）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 10,810 1,277 11.4 10,858 36
17年12月中間期 7,964 2,893 36.3 38,799 87
18年６月期 6,710 1,129 16.8 9,905 73

（注）１．期末発行済株式数 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

２．期末自己株式数 18年12月中間期 5.40株 17年12月中間期 5.40株 18年６月期 5.40株

２．19年３月期の業績予想（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 13,150 160 20

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　176円11銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年６月期 － － － － － －

18年６月期（実績） － － － － － －

19年６月期（予想） － － － － － －

※　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。
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 91,134 1,644,209 1,075,424

２　売掛金 143,798 196,715 95,658

３　たな卸資産 8,984 2,858,687 0

４　短期貸付金 67,322 42,529 －

５　立替金 143,394 56,265 303,605

６　その他 80,525 367,371 546,711

　　貸倒引当金 － △17,005 △4,022

流動資産合計 535,160 6.7 5,148,773 47.6 2,017,377 30.1

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 759,998 1,731,487 402,594

(2）土地 ※２ 187,545 263,833 187,545

(3）その他 99,381 272,215 42,094

有形固定資産合計 1,046,924 2,267,536 632,234

２　無形固定資産    

(1)　のれん － 349,520 －

(2)　その他 38,899 36,105 27,466

無形固定資産合計 38,899 385,626 27,466

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,986,160 57,000 581,643

(2）長期貸付金 3,829,336 629,165 3,123,942

(3）長期前払費用 55,149 129,966 45,084

(4）敷金 446,651 1,840,553 453,330

(5）その他 358,188 786,627 187,360

貸倒引当金 △373,819 △454,782 △392,530

投資その他の資産
合計

6,301,666 2,988,529 3,998,832

固定資産合計 7,387,490 92.8 5,641,692 52.2 4,658,533 69.4

Ⅲ　繰延資産 41,695 0.5 19,736 0.2 34,849 0.5

資産合計 7,964,346 100.0 10,810,203 100.0 6,710,761 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 23,711 100,765 13,176

２　短期借入金 ※２ 602,000 1,375,900 6,000

３　関係会社短期借入
金

－ 800,000 －

４　１年以内償還予定
の社債

162,000 162,000 162,000

５　１年以内返済予定
の長期借入金

※２ 1,289,293 1,625,424 1,270,130

６　１年以内返済予定
の関係会社長期借
入金

－ 58,000 －

７　未払金 110,308 636,029 105,053

８　未払法人税等 59,139 64,751 21,921

９　賞与引当金 － 17,821 －

10　その他 41,139 513,881 1,882,634

流動負債合計 2,287,592 28.7 5,354,574 49.5 3,460,915 51.6

Ⅱ　固定負債

１　社債 527,000 365,000 446,000

２　長期借入金 ※２ 2,206,171 1,924,946 1,629,945

３　関係会社長期借入
金

－ 1,052,000 －

４　長期未払金 31,381 646,916 17,870

５　その他 18,950 189,577 26,490

固定負債合計 2,783,502 35.0 4,178,440 38.7 2,120,305 31.6

負債合計 5,071,094 63.7 9,533,014 88.2 5,581,221 83.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 987,447 12.4 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 1,216,247 － －

資本剰余金合計 1,216,247 15.3 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 28,384 － －

２　任意積立金 300,000 － －

３　中間(当期)未処分
利益

361,556 － －

利益剰余金合計 689,941 8.6 － － － －

Ⅳ　自己株式 △384 △0.0 － － － －

資本合計 2,893,252 36.3 － － － －

負債・資本合計 7,964,346 100.0 － － － －
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金   － －  1,839,597 17.0 1,839,597 27.4

２　資本剰余金

(1）資本準備金  －   2,068,397   2,068,397

資本剰余金合計   － －  2,068,397 19.1 2,068,397 30.8

３　利益剰余金

(1）利益準備金  －   28,384   28,384

(2）その他利益剰余
金

別途積立金  －   300,000   300,000

繰越利益剰余金  －   △3,002,827   △3,111,016

利益剰余金合計   － －  △2,674,442 △24.8 △2,782,631 △41.4

４　自己株式   － －  △384 △0.0 △384 △0.0

株主資本合計   － －  1,233,168 11.4 1,124,979 16.8

Ⅱ　新株予約権   － －  44,020 0.4 4,560 0.0

純資産合計   － －  1,277,188 11.8 1,129,539 16.8

負債純資産合計   － －  10,810,203 100.0 6,710,761 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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　営業収益 387,854 100.0 － － 727,908 100.0

Ⅱ　営業費用 281,619 72.6 － － 580,071 79.7

　　　営業利益 106,234 27.4 － － 147,836 20.3

Ⅲ　営業外収益 ※２ 128,425 33.1 － － 180,837 24.8

Ⅳ　営業外費用 ※２ 68,995 17.8 － － 136,198 18.7

経常利益 165,664 42.7 － － 192,476 26.4

Ⅴ　特別利益 ※４ 148,909 38.4 － － 148,806 20.5

Ⅵ　特別損失 ※５ 30,193 7.8 － － 3,415,494 469.2

税引前中間純利益
又は税引前当期純
損失（△） 284,380 73.3 － － △3,074,211 △422.3

Ⅰ　売上高 － － 8,686,513 100.0 － －

Ⅱ　売上原価 － － 2,845,723 32.8 － －

売上総利益 － － 5,840,790 67.2 － －

Ⅲ　その他の営業収入 － － 88,904 1.1 － －

営業総利益 － － 5,929,694 68.3 － －

Ⅳ　販売費及び一般管理
費

－ － 5,650,131 65.1 － －

営業利益 － － 279,563 3.2 － －

Ⅴ　営業外収益 ※２ － － 90,047 1.0 － －

Ⅵ　営業外費用 ※３ － － 115,330 1.3 － －

経常利益 － － 254,280 2.9 － －

Ⅶ　特別利益 ※４ － － 9,352 0.1 － －

Ⅷ　特別損失 ※５ － － 112,320 1.3 － －

税引前中間純利益
－ － 151,312 1.7 － －

法人税、住民税及
び事業税

73,646 43,308 52,122

法人税等調整額 7,781 81,427 21.0 △184 43,123 0.5 143,286 195,408 26.9

中間純利益又は当
期純損失（△）

202,952 52.3 108,189 1.2 △3,269,620 △449.2

前期繰越利益 158,603 － －

中間未処分利益 361,556 － －
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,111,016 △2,782,631 △384 1,124,979

中間会計期間中の変動額

中間純利益      108,189 108,189  108,189

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

        －

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

－ － － － － 108,189 108,189 － 108,189

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,002,827 △2,674,442 △384 1,233,168

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日　残高
（千円）

4,560 1,129,539

中間会計期間中の変動額

中間純利益  108,189

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

39,460 39,460

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

39,460 147,649

平成18年12月31日　残高
（千円）

44,020 1,277,188
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前事業年度（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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

987,447 1,216,247 1,216,247 28,384 300,000 158,603 486,988 △384 2,690,299

事業年度中の変動額

新株の発行 852,150 852,150 852,150      1,704,300

当期純損失      △3,269,620 △3,269,620  △3,269,620

事業年度中の変動額合計
（千円）

852,150 852,150 852,150 － － △3,269,620 △3,269,620 － △1,565,320

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,111,016 △2,782,631 △384 1,124,979

新株予約権 純資産合計

平成17年６月30日　残高
（千円）

4,560 2,694,859

事業年度中の変動額

新株の発行  1,704,300

当期純損失  △3,269,620

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ △1,565,320

平成18年６月30日　残高
（千円）

4,560 1,129,539
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

　同左

(1）有価証券

子会社株式

　同左

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

その他有価証券

時価のないもの

　同左

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

①　商品

　総平均法による原価法

(3）たな卸資産

①　商品

　同左

(3）たな卸資産

①　商品

　同左

②　貯蔵品

　最終仕入原価法

②　貯蔵品

　同左

②　貯蔵品

　同左

２　固定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

準によっています。

(1）有形固定資産

　同左

(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

よっています。

(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。

(1）新株発行費

　３年間にわたり均等償却してお

ります。

(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　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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

───── (2) 賞与引当金

　従業員に対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。

─────

５　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。

　同左 　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６　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。

(1）ヘッジ会計の方法

　同左

(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　その他中間財務諸表（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。

　消費税等の会計処理

　同左

　消費税等の会計処理

同左
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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。これによる損益

に与える影響はありません。

――――――

　

（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22,901千円増加しており

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1,124,979千円であります。

　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。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

―――――― （中間貸借対照表）

　「営業権」は、改正後の中間財務諸表等規則の適用に伴

い、当中間会計期間末残高において、「のれん」と表示し

ております。なお、当中間会計期間末における従来の「営

業権」に相当する金額は、以下のとおりであります。

　　　営業権　　　　　 46,085千円
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      1,301,222千円

※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

721,751千円

※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。

建物   32,652千円

土地      187,545千円

現金及び預金 45,000千円

建物 30,699千円

土地 187,545千円

建物 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     30,000千円

長期借入金      152,808千円

(１年以内返済予定のものを含む)

保証債務      23,976千円

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 60,000千円

(１年以内返済予定のものを含む)

保証債務 22,470千円

　３　偶発債務

関係会社及び関係会社以外の会社の金

融会社等からの借入金・リース契約・

割賦契約債務及び地代・家賃に対して

次のとおり連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

金融会社等からのリース契約に対して

次のとおり連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

関係会社及び関係会社以外の会社の金

融会社等からの借入金・リース契約・

割賦契約債務及び地代・家賃に対して

次のとおり連帯保証を行っております。

㈱プロヴィジョン    2,298,215千円

㈱ビッグマン    1,253,446千円

㈱リンク 757,599千円

㈱サンクル     744,106千円

㈱グローイング・

ファクトリー
 531,368千円

㈱空間工房     2,744千円

㈲三珠    2,070千円

計   5,589,550千円

㈱空間工房 514千円 ㈱プロヴィジョン 1,921,527千円

㈱ビッグマン 961,137千円

㈱サンクル 877,338千円

㈱リンク 612,239千円

㈱グローイング・

ファクトリー
423,202千円

㈲三珠 1,530千円

㈱空間工房 899千円

計 4,797,873千円

上記には※２の保証債務23,976千円を

含んでおります。

上記には※２の保証債務22,470千円を

含んでおります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行11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

2,050,000千円

借入実行残高 1,640,000千円

差引額 410,000千円

　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

づく当事業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
850,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 850,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ―――――― 　１　当社は、平成18年７月１日並びに平成

18年10月１日に、これまで店舗運営を

行っていた子会社の全てを当社に吸収

合併し、自らはこれまでの持株会社か

ら、店舗運営会社に移行いたしまし

た。

　これにより、前事業年度までは、各

子会社への業務支援の対価が主な収入

でありましたが、当中間会計期間から

は、リサイクル事業に係る商品等の売

上が中心となることから、「売上高」、

「売上原価」、「その他の営業収入」、

「販売費及び一般管理費」の区分での

表示を行うことといたしました。

 ――――――

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

受取利息      38,590千円

受取配当金    87,738千円

受取利息 6,296千円

不動産賃貸料収入 15,401千円

自動販売機等手数料 32,644千円

受取利息 82,045千円

受取配当金 87,738千円

※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

支払利息     49,752千円

社債利息    2,362千円

新株発行費償却       10,984千円

社債発行費償却    2,323千円

支払利息 84,480千円

社債利息 2,341千円

新株発行費償却 12,662千円

社債発行費償却 2,449千円

支払利息 94,085千円

社債利息 4,675千円

新株発行費償却 25,325千円

社債発行費償却 4,899千円

※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目 ※４　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入額       102千円

営業譲渡益     148,806千円

賃貸契約解約金収入 8,500千円 営業譲渡益 148,806千円

※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目

固定資産除却損       436千円

貸倒引当金繰入額       1,000千円

固定資産除却損 4,701千円

関係会社株式償却損 27,709千円

減損損失 21,141千円

店舗閉鎖損 52,470千円

固定資産除却損 1,862千円

貸倒引当金繰入額 17,940千円

関係会社株式評価損 3,291,556千円

減損損失 22,901千円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産       71,201千円

無形固定資産      3,720千円

有形固定資産 182,858千円

無形固定資産 26,414千円

有形固定資産 137,338千円

無形固定資産 6,357千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 1.8 3.6 － 5.4

合計 1.8 3.6 － 5.4

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加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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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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）借主側 (1）借主側 (1）借主側

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

(ソフトウェ

ア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価

額相当

額

19,622 1,013,943 45,474 1,079,041

減価償

却累計

額相当

額

6,998 884,249 38,279 929,528

中間期

末残高

相当額

12,623 129,693 7,194 149,512

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

(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

11,010 865,721 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

(ソフトウェ

ア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価

額相当

額

22,195 220,503 19,064 261,763

減価償

却累計

額相当

額

9,175 192,083 15,752 217,011

期末残

高相当

額

13,019 28,420 3,311 44,751

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     201,414千円

１年超      134,930千円

合計     336,344千円

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 58,388千円

１年超 71,356千円

合計 129,744千円

  

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

リース資産減損勘定

の残高 50,834千円

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

支払リース料     168,350千円

減価償却費相当額     155,432千円

支払利息相当額    4,808千円

支払リース料 198,792千円

リース資産減損勘定

の取崩額

9,107千円

減価償却費相当額 179,358千円

支払利息相当額 20,065千円

減損損失 9,834千円

支払リース料 246,974千円

減価償却費相当額 227,345千円

支払利息相当額 7,470千円

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

(2）貸主側 (2）貸主側 (2）貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額 ─────── 未経過リース料期末残高相当額

１年以内      89,623千円

１年超     101,290千円

合計     190,913千円

上記はすべて関係会社に対する転貸リー

ス取引に係わる貸主側の未経過リース

料中間期末残高相当額であります。

１年以内 28,320千円

１年超 53,272千円

合計 81,592千円

上記はすべて関係会社に対する転貸リー

ス取引に係わる貸主側の未経過リース

料期末残高相当額であります。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

なお、借主側の残高はほぼ同額であり、

借主側の未経過リース料中間期末残高

相当額に含まれております。

なお、借主側の残高はほぼ同額であり、

借主側の未経過リース料期末残高相当

額に含まれております。

　（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

 ─────── 　（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

②　有価証券

　前中間会計期間（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）及び前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）のいずれにおいても子

会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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        38,799円87銭 10,858円36銭 9,905円73銭

１株当たり中間（当

期）純利益
 2,721円69銭 952円63銭 △38,776円98銭

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益

   2,579円38銭   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

当たり当期純損失のため、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。

 前中間会計
期間

前会計年度

１株当たり純
資産額

１株当たり純
資産額

34,758円 3銭 36,078円18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

323円14銭 1,643円29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

315円99銭 1,578円84銭

 前会計年度

 １株当たり純資産額

 36,078円18銭 

１株当たり当期純利益金額

    1,643円29銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額

  1,578円84銭
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益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)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(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（当期）純利益（千円） 202,952 108,189 △3,269,620

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
202,952 108,189 △3,269,620

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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（重要な後発事象）

前中間会計期間（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。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

Ⅰ　連結子会社との合併

　当社は、平成18年７月１日を期日として、当社の子会社である株式会社サンクル、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、有限会社ラントマン及

び有限会社三珠（以下、「各子会社」と言い、当社と各子会社を総称して「当社グループ」と言う。）を吸

収合併いたしました。

１　合併の目的

　当社グループでは、成長著しいセカンドストリートに経営資源の全てを集中できる体制への移行に向け

た構造改革の一環として、セカンドストリートへの事業集約後の体制を固め、収益体質の強化を図るもの

です。

　今回の再編により、関東エリアにおける運営ノウハウを基に、統一政策の下で全国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ります。

　また、各子会社に分散して発生している総務・経理・店舗支援といった間接部門の経費を圧縮すること

により収益効率を高めてまいります。

２　合併の要旨

(1）合併期日

　平成18年７月１日

(2）合併方式

　当社を存続会社、各子会社を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3）合併比率

　当社は、各子会社の全株式を直接的もしくは間接的に所有しており、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いません。

(4）財産の引継ぎ

　各子会社の平成18年６月30日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算を基礎とし、一切の資産、負

債及び権利義務を当社に引き継ぎました。

(5）子会社の概要（平成18年６月30日現在）

(1) 商号 株式会社サンクル 株式会社ビッグマン

 (2) 事業内容 リサイクル事業 リサイクル事業

 (3) 本店所在地
北海道札幌市白石区栄通二十丁目12番20号

おおたビル
宮城県仙台市宮城野区宮千代一丁目2番7号

 (4) 代表者 代表取締役社長　清水孝浩 代表取締役社長　外園聡

 (5) 資本金 50百万円 140百万円

 (6) 純資産 166百万円 65百万円

 (7) 総資産 2,017百万円 1,657百万円

 (8) 従業員数 120人 117人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 4,012百万円 3,383百万円

 営業利益 107百万円 △80百万円

 経常利益 107百万円 △85百万円

 当期純利益 △125百万円 △166百万円

(1) 商号 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

 (2) 事業内容 リサイクル事業 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 石川県金沢市福久町ホ35番地 香川県高松市国分寺町国分583番地10

 (4) 代表者 代表取締役社長　神野哲 代表取締役社長　久保幸司

 (5) 資本金 250百万円 10百万円
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(1) 商号 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

 (6) 純資産 95百万円 13百万円

 (7) 総資産 2,944百万円 1,419百万円

 (8) 従業員数 126人 71人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 6,234百万円 3,464百万円

 営業利益 △12百万円 △96百万円

 経常利益 △22百万円 △66百万円

 当期純利益  △538百万円 △376百万円

(1) 商号 株式会社リンク 有限会社三珠

 (2) 事業内容 リサイクル事業 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 宮崎県宮崎市大字島之内字井手下7315
北海道札幌市手稲区新発寒五条三丁目1番1

号

 (4) 代表者 代表取締役社長　尾方信也 代表取締役社長　清水孝浩

 (5) 資本金 60百万円 178百万円

 (6) 純資産 57百万円 ０百万円

 (7) 総資産 1,174百万円 153百万円

 (8) 従業員数 90人 0人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 3,171百万円 389百万円

 営業利益 △112百万円 ２百万円

 経常利益 △109百万円 △６百万円

 当期純利益 △149百万円 △284百万円

(1) 商号 有限会社ラントマン

 (2) 事業内容 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 石川県金沢市荒屋町一丁目8番地

 (4) 代表者 代表取締役社長　米永哲也

 (5) 資本金 403百万円

 (6) 純資産 74百万円

 (7) 総資産 468百万円

 (8) 従業員数 25人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 1,119百万円

 営業利益 △91百万円

 経常利益 △102百万円

 当期純利益 △479百万円

Ⅱ　連結子会社との合併

　当社は、平成18年８月24日開催の当社取締役会において、平成18年10月１日を期日として、当社の子会社

である株式会社ゲオアール（以下、「ゲオアール」と言う。）を吸収合併することを決議いたしました。

　なお、合併に先がけ、平成18年８月24日付で株式会社ゲオとの間でゲオアール株式についての売買契約を

締結し、同日付でゲオアール株式760株（取得価額38,000千円）を取得いたしました。これにより、ゲオアー

ルは当社の100%出資子会社となっております。

１　合併の目的

　当社では現在、収益力の強化並びに安定化に向けた構造改革に取り組んでおりますが、その一環として、

店舗運営子会社として残るゲオアールを、当社に吸収合併することとしました。これにより、当社１社に

よる全国店舗網の統括管理体制の構築が完了することとなります。

２　合併の要旨

(1）合併期日

　平成18年10月１日

(2）合併方式
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　当社を存続会社、ゲオアールを消滅会社とする吸収合併方式といたします。

なお、本合併は、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、当社及びゲオアールは、株主総会の承認を得ずに合併をいたします。

(3）合併比率

　当社は、前述のとおり株式会社ゲオから株式を譲受け、ゲオアールの全株式を所有することとなった

ため、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いません。

(4）財産の引継ぎ

　ゲオアールの平成18年９月30日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算を基礎とし、一切の資産、

負債及び権利義務を当社に引き継ぎます。

(5）子会社の概要（平成18年２月28日現在）

(1) 商号 株式会社ゲオアール

 (2) 事業内容 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 愛知県小牧市掛割町32番地

 (4) 代表者 代表取締役社長　後藤耕二

 (5) 資本金  95百万円 

 (6) 純資産 △91百万円

 (7) 総資産 2,096百万円

 (8) 従業員数 191人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 4,483百万円

 営業利益 54百万円

 経常利益 34百万円

 当期純利益 18百万円

 （注）合併期日までの間に、当社を割当先とする第三者割当増資を実施し、債務超過を解消いたします。

Ⅲ　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、
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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。

(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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