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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 127,910 8.4 690 △71.4 1,637 △46.8 706 △56.1

18年３月期 118,012 18.2 2,411 12.2 3,080 22.0 1,608 57.7

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 ％ ％ ％

19年３月期 32 88 － － 5.4 3.3 1.3

18年３月期 111 07 － － 17.6 8.1 2.5

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 57,013 15,501 26.7 719 82

18年３月期 40,905 10,805 26.4 685 99

（参考）自己資本 19年３月期 15,213百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 2,748 △3,591 3,006 10,763

18年３月期 1,388 △1,481 1,660 4,881

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 5 00 － － 6 00 11 00 164 9.9 1.8

19年３月期 － － 6 00 － － 6 00 12 00 223 36.5 1.7

20年３月期（予想） － － 6 00 － － 6 00 12 00 － 20.2 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 62,000 4.3 10 △90.3 800 60.5 600 137.6 27 86

通期 133,000 4.0 120 △82.6 2,000 22.1 1,280 81.2 59 44
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 2社

 

 （社名　四国新電電㈱、㈲プロフィット)

　　 　　　

除外       0社

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、26ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 21,578,138株 18年３月期 15,846,496株

②　期末自己株式数 19年３月期 43,300株 18年３月期 95,500株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 94,699 △0.7 49 △97.1 868 △62.8 174 △86.6

18年３月期 95,342 11.9 1,716 0.8 2,338 2.0 1,298 51.4

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

円 銭 円 銭

19年３月期 8 13 － －

18年３月期 89 71 － －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 48,804 13,891 28.5 645 6

18年３月期 34,746 10,020 28.8 636 18

（参考）自己資本 19年３月期 13,891百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 48,000 5.6 △580 － 300 △0.7 170 39.3 7 89

通期 100,000 5.6 △850 － 1,070 23.2 820 369.5 38 8

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善と旺盛な海外需要などによる設備投資の増加、さらには製

造業の輸出が高水準を維持し、いざなぎ景気を超える景気回復を持続しております。

しかし一方、景気回復の個人消費への波及は足踏みをしております。

　　そうした状況下におきまして、家電流通業界における景気動向は依然厳しいものであり、引き続き厳しい価格競

争下にあります。また、それらを背景に家電流通業の再編も進みつつあります。大型薄型テレビの販売は、地上波デ

ジタル放送の消費者による認知が進み、高画質が評価されることにより、数量的には順調な伸びを示したものの、価

格競争の更なる激化が進み、収益への貢献は非常に限定的なものとなりました。また、平成19年1月にＷＩＮＤＯＷＳ

　ＶＩＳＴＡが発売されましたがパソコン市場を牽引していくほどの力強さはなく、季節商品も梅雨の長期化や暖冬

の影響を受け販売は停滞いたしました。

このような状況のなか、当期におけるノジマ本体の売上高は、前年比0.7％減となりました。その主な要因は、薄型テ

レビやデジタル家電を中心とした商品の販売台数が伸びたものの市場における価格の下落が厳しかったことと、暖冬

による季節関連商品の需要減の影響があったこと、及びパソコン需要の不振によるものです。また、価格下落の影響

から当初計画された売上総利益を確保することができませんでした。店舗の状況といたしましては、９店舗の閉店、

８店舗の開店とスクラップアンドビルドを進めると同時に、平成19年3月1日を合併期日として㈱真電との吸収合併を

行いました。結果、21店舗が加算され合計79店舗（でんわ専門店15店舗は除く）となり、9,281坪の増床となりました。

しかし熾烈な価格競争による売上粗利益率の低下、さらには大型新店舗開店による販売費及び一般管理費における固

定費の増加の結果、経常利益は大幅な減益となりました。その結果、当期の経営成績は、売上高946億99百万円（前期

比0.7％減）、経常利益8億68百万円（前期比62.8％減）、当期純利益1億74百万円（前期比86.6%減）となりました。

また、グループ会社の経営成績は、ノジマ本体では前年とほぼ同程度の売上高を計上することができたものの、利益

は前年の半減以下となりました。通信携帯部門の連結子会社は増益となりましたものの同じく連結子会社である㈱イー

ネット・ジャパン及び㈱ＷＡＶＥは経常損失となりましたため、全体の利益も前年の約半額となりました。

また、中間期末に貸借対照表のみ連結していた㈱インターデコ、㈱ノジマ・システムエンジニアリングと㈲プロフィッ

トの損益も連結したほか、新たに買収した四国新電電㈱が連結グループに加わりました。

その結果、グループ全体といたしましては、連結売上高1,279億10百万円（前期比8.4％増）、経常利益16億37百万円

（前期比46.8％減）、当期純利益7億6百万円（前期比56.1％減）となりました。

当社は、中長期的な経営戦略に基づく経営体質の強化を目的に、平成19年3月1日に㈱真電との合併を予定どおり完了

しました。両社は出店地域の重複がないため地域補完性が期待でき、商品アイテムにつきましても数多くのものが重

複しており、仕入統合、本部統合等によりローコスト化、高効率化および財務体質の強化が期待できると考えており

ますが、現状では㈱真電の店舗は小型でかつ低効率の店舗が多く、スクラップ＆ビルトとオペレーションのノジマ化

を早急に進め、業績に貢献できるように努力してまいります。

 

(2）財政状態に関する分析

　①資産、負債及び純資産の状況

　　　当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ、161億7百万円増加（前期比39.3％増）し、

　　570億13百万円となりました。主な要因はＭ＆Ａに備え現金および預金が増加したことと、新規出店・

　　㈱真電との合併に伴う有形固定資産が増加したことによります。

　　　負債額は、前連結会計年度末に比べ、116億百44百万円増加(前期比39.0％増）し、415億11百万円とな

　　りました。主な要因は同じくＭ＆Ａに備え、借入金を一時的に増加させたことによります。

　　　純資産は46億96百万円増加(前期比40.4％増)し、155億1百万円となりました。主な要因は㈱真電との

　　合併により資本金・資本準備金が増加したことによります。

  ② キャッシュ・フローの状況

　　　当連結会計年度の「営業活動により得られたキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前当期

　　純利益は減少、買掛金と短期借入金の増加により、2,748百万円（前年同期比1,360百万円増）となりました。

　　　「投資活動により使用されたキャッシュ・フロー」につきましては、大型新規出店に係る支出や連結

　　範囲変更を伴う子会社株式取得による支出により△3,591百万（同2,269百万円減）となりました。

　　　「財務活動により得られたキャッシュ・フロー」につきましては、Ｍ＆Ａに備え借入れを増加させた

　　ことにより3,006百万（同1,345百万円増）となりました。

　　　また、合併による現金及び現金同等物の増加は、37億13百万円となりました。

　　以上の結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は、107億63百万円（同5,882百万円増）となりました。      

             （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
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第42期

平成16年3月期

第43期

平成17年3月期

第44期

平成18年3月期

第45期

平成19年3月期

 自己資本比率(%) 20.8 21.7 26.4 26.7

 時価ベースの自己資本

比率(%)
19.4 30.9 46.1 26.8

 債務償還年数(年) 8.3 4.3 8.9 5.7

 インスタント・ガバ

レッジ・レシオ
4.7 11.3 6.3 12.1

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー

インスタント・カバレッジ・レシオ：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。

　(注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　(注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子を支払っている全ての負債を対象と　        

　　 　 しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、

財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針として

おります。

　当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき6円とさせていただきます。すでに、平成18年12月4日に6円の

中間配当金をお支払いいたしましたので、年間配当金としては1株につき12円となります。

　また、次期の1株当たり配当金は、中間配当金6円、期末配当金6円、年間12円を予定しております。

 

(4）事業等のリスク

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性のある主なリスクは、以下のとおりであります。

①季節的要因について

当社グループは、デジタルＡＶ家電専門店のノジマを中心とした、それぞれの事業分野に特化した専門店集団であり

ます。当社グループの販売する商品の中には天候等の季節的要因によりその売上が左右される商品が含まれておりま

すので、冷夏や暖冬、台風や大雪などにより、売上、来店客数の減少など業績に影響を与える可能性があります。

②金利の上昇について

当社グループは、現在約157億の有利子負債を有しております。我が国では今まで長期間低金利が続いておりましたが、

昨今の経済状況においては金利は上昇局面に転じてきたとも考えられます。当社グループも数年中に実質借入（借入

金－現金及び預金）ゼロという目標を掲げ財務体質を改善してまいりますが、金利上昇のスピード等により業績に影

響を与える可能性があります。

③競合店について

現在、同業他社の店舗が当社の店舗の商圏内に存在し激しい価格・サービス競争が行われている地域があります。マー

ケットの変化は非常にスピーディーでその変化を確実に予想することは困難なので、今後更なる競争の激化や新規同

業他社店舗の出店、異業種他社による当社取扱商品の販売開始などよっては業績に影響を与える可能性があります。

④投資回収について

当社グループは、各社がその業界業種内において独創的で特徴のある会社であることを前提としつつ、グループで最

大のシナジーを発揮していくことを基本方針としております。今後も細心の注意と十分な検討を行い、その方針に基

づいてＭ＆Ａ等積極的に事業展開をしていく予定でありますが、各々さまざまな要因があり、Ｍ＆Ａ等後の事業計画

が当初計画どおりに進捗しない場合には、業績に影響を与える可能性があります。

⑤自然災害・事故等について

当社グループは自然災害や事故等からお客様の安全を確保する為、消防法などの法令遵守の徹底などの防災対策、各

種保険の加入等を行っております。しかしながら、地震・台風等の大規模な自然災害により店舗が被災した場合や店

舗において火災が発生した場合、被害に係る損害賠償責任、営業の停止、人的資源の喪失、固定資産やたな卸し資産

の被害等が発生し、当社グループの業績や財政状況に影響を与える可能性があります。

⑥個人情報の取り扱いについて

当社グループは、ポイントカードの発行、商品のお届け、eコマースに係る会員登録、ブロードバンド等のサービスの
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取次ぎ業務、携帯電話の開通等、多くの個人情報を取り扱っております。これら情報の取り扱いに関しましては、社

内管理体制の整備を行い、個人情報保護法施行前より従業員には周知徹底を進めてまいりました。現在もプライバシー

マークの取得を目指すなど、漏洩には十分な体制と意識を持っており、今まで重大な顧客情報の流出は発生しており

ません。しかしながら、不測の事態により万が一個人情報が漏洩した場合には、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。

⑦敷金・保証金について

当社グループの店舗出店につきましては、多くの場合、土地・建物の取得を行わずに賃借しております。賃貸人に対

しましては、賃貸借契約に基づき保証金や敷金の差し入れを行っており、当該保証金は、賃借料との相殺による分割

返還、または期間満了時等に返還されることになっておりますが、賃貸人の経済状況によっては、その一部または全

額が回収できなくなる可能性があります。また、契約満了日前に中途解約をした場合は、契約内容に従って敷金・保

証金の一部償却、違約金の支払いが必要となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧移動通信キャリアの手数料

　当社グループは携帯電話の端末の販売、移動通信キャリアが提供する移動通信サービスの契約取次ぎ等を行い、そ

の対価としてキャリアから手数料・報奨金を得ています。手数料等の金額および条件はキャリアの事業方針等により

変更されますが、その程度によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨減損会計について 

　保有する事業用固定資産については、会社または該当店舗の収益状況によっては会計的に減損処理が必要になる場

合があります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び子会社10社で構成されており、事業といたしましては、主に薄型テレビに代表されるデ

ジタルＡＶ関連機器、携帯電話を中心としたモバイル・通信関連機器、パソコンに代表されるＩＴ情報関連機器等の販

売を行っております。又、家庭用ゲーム関連機器及びゲーム、ＤＶＤ、ＣＤ等のソフト関連の販売に加え、家庭用電気

製品の販売並びにこれらに付帯する配送・工事業務及び修理業務、中古品リサイクル業務(買取と販売)を営んでおりま

す。

　　子会社㈱イーネット・ジャパンにつきましては、インターネット上で商品の販売をしております。

　子会社ソロン㈱につきましては、モバイル通信関連機器を仕入をし、当社グループ会社に卸売をしております。

　子会社㈱テレマックス、子会社四国新電電㈱、㈲プロフィットにつきましては、モバイル・通信関連機器を㈱ソロン

　から仕入をし、同商品の販売をしております。

　子会社㈱インターデコにつきましては、携帯電話向け音楽配信事業を行っております。

　子会社㈱ＷＡＶＥにつきましては、映画ＤＶＤソフト及び音楽ＣＤソフトの販売をしております。

　子会社㈱オー．ティー．エスにつきましては、当社グループ内外に対して、一般労働派遣事業及び有料職業紹介事業　

　を行っております。

　子会社㈱ブロードバンド・ジャパンにつきましては、当社グループ各社に対して、光ファイバー回線、及びＩＰ電話

　等の卸売り代理店業務を行っております。

　子会社㈱ノジマシステム・エンジニアリングにつきましては、当社グループ各社から、システム開発業務、保守・運

　用管理業務の請負を行っております。

 

 顧                               客 

メ    ー    カ    ー    等    仕    入    先 

インターネットショップ 
「い～でじ！！」 

仕入代金 

商品・情報等 

㈱ＷＡＶＥ 
音楽CD・DVDの販売 

㈱ノジマ（当社） 
 

デジタル専門店 

㈱テレマックス 

携帯電話の販売 

㈲プロフィット 
携帯電話の販売 

㈱ソロン 
携帯電話の卸売 

代 理 店 代 理 店 

㈱ブロードバンド・ジャパン 
ブロードバンド回線一次代理店 

㈱イーネット・ 
ジャパン 
eコマース 

㈱インターデコ 

音楽配信事業 

㈱オー.ティー.エス 
人材派遣業 

㈱ノジマシステムエンジニアリング 
グループ内システム開発・運用 

グループ内 
サービス提供 

グループ内 
サービス提供 

グループ内 
サービス提供 

四国新電電㈱ 
携帯電話の販売 

商     

品 

商    

品 

商 

品
（
携
帯
電
話
） 商   

品 
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

  デジタル専門店としての当社の経営理念は、ユニークでクォリティの高い商品及びサービスを提供し、社会文化生

活の向上に役立つことを通じて地域さらには日本の発展に貢献することにあります。

　現在、わが国ではＡＤＳＬ、光回線を中心としたブロードバンドの普及が加速し、またAV機器のデジタル化も急速

に進展しています。また、一部ではＩＴと放送の融合、さらには放送と通信の融合が話題にされています。2006年4月

からはワンセグ放送が始まりこのような傾向に拍車を掛けています。こうした状況の中で、デジタル専門店としてノ

ジマは、より良い「商品販売」にとどまらず、より良い「トータルソリュ－ションサービスの提供」を拡充し、多様

な生活提案の提供に注力しています。

　具体的にはＩＴ・デジタル・通信商品の取り扱いにおいて地域No.1を目指し、豊富な品揃えとお買い得No.1の価格

政策に加え、関連するサービス等の提供による多面的な差別化と独創的で革新的かつスピードのある行動を通して、

「お客様の立場に立って顧客満足を向上する」ことを、基本方針にしております。

　そうすることで他社とは一味違う存在感のある「デジタル一番星！（Ｎｏ．１）」となって地域社会および日本の

発展向上に貢献することを目指しております。

 

(2）目標とする経営指標

  当社は、目標とする経営指標として売上高経常利益率4％およびＲＯＡ（総資本経常利益率）7％を掲げ、収益性の

向上と資本の効率性向上を促進してまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社の中長期的経営戦略といたしましては、安定的な収益の確保と投下資本効率の高い経営を持続しつつ成長を続

けることを重視し、そのための組織及び体制作りを行ってまいります。また、経営理念を共有できる会社とはＭ＆Ａ

や業務提携を視野に入れ、ノジマのプレゼンス（存在価値）を高めてまいります。平成18年秋の中四国地方での通信

関連会社の買収、平成19年3月の株式会社真電との合併も、この方針に則ったものであります。

　当社グループの通信部門では、事業の拡大、再編成を行い更なる事業の伸張を図ってまいります。ソロン㈱が本年

10月に中四国でａｕショップを経営する(有)プロフィットを、11月に同じくａｕショップを四国で展開する四国新電

電㈱を買収しました。四国における当社グループのａｕ端末販売のマーケットシェアは1位になるものと予想されます。

さらに平成19年4月にはノジマの通信部門を分割しソロンに承継させました。これにより当社グループの通信部門の独

立性をより高め、収益力を強化してまいります。

　収益面に関しましては、粗利益率改善のための仕入れ機能の強化を重点課題とし、引き続き、携帯電話を中心とし

た通信ビジネスの拡充、サービス収入の増大及びローコストオペレーション徹底による一般販管費の削減、旧真電店

のスクラップ＆ビルドとオペレーションのノジマ化等により、収益性の更なる強化を目指し、世の中の環境の変化に

スピーディーに対応できる販売戦略及び店舗戦略を展開してまいります。特に店舗戦略につきましては、各部門の力

を結集し、果敢なスクラップ＆ビルドを実施し全店における大型店舗の比率を高め、大型店での売上増強とローコス

トでの運営を進めてまいります。

　財務面に関しましては、厳しい事業環境の中においても収益向上を持続することにより、金融機関の協力を安定的

に得るとともに直接的な資金調達を実施し、バランスを検討しながら引続き純資産の増強に努め健全で強固な財務基

盤を築いてまいります。

　人的資源につきましては、お客様や株主を始め、すべての利害関係者に対し、従業員全員が会社の代表者として最

高のサービスを提供できるように、経営方針の徹底と個々人の能力の開発及び教育の充実を図ってまいります。また、

正社員と臨時従業員との待遇上の差別を廃し、オープンで公正な人事評価制度を一層推進し優秀な人材の維持・確保

に努めてまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

 わが国経済は、好調な企業業績と緩やかな景気回復が続いてはいるものの、やや緩慢で個人消費の本格回復には至っ

ておりません。

　そうした状況におきまして、デジタル家電業界は、地上波デジタル放送のさらなる広がりなどにより薄型大型テレ

ビの販売は順調な伸びを示すものと予想されますが、一方では販売単価のダウンと価格競争の激化により、業界では

引き続き消耗戦が継続されるものと予想されます。パソコンにつきましては依然として個人向けの需要は不振が続い

ております。

また、平成18年10月24日実施の携帯電話のナンバーポータビリティ制度は、利用者の利便性の改善となるもののマー
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ケットを牽引するほどには至らなかったのが実情です。

こうした中で、当社は、常にお客様の立場にたって、ノジマグループ全体の知恵を絞って、お客様にご満足いただけ

るよう行動し、その結果としてお客様にご支持いただけるよう努めてまいります。店内においては、豊富な品揃えは

もちろんの事、わかりやすいＰＯＰやプライスを活用し、便利でお買い求めいただきやすい売り場を作ってまいりま

す。また、専門知識を有する商品アドバイザーが、真心を込めたサービスと接客で、お客様をお迎えできるようにし

てまいります。

　店舗戦略におきましては、スクラップ＆ビルドをスピーディに推し進め、小型店もしくは業績の悪い店舗の撤退判

断を迅速に行い、大型店舗へのリニューアル並びに複合型ショッピングセンターへの進出を果たして行く予定です。

また、市場ニーズにあった商品構成にするための改装も積極的に推し進めてまいります。

　企業の再編成につきましては、中長期経営戦略の下、経営理念を共有でき、シナジー効果を期待できる企業とのＭ

＆Ａおよび企業提携の可能性を引き続き追求してまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当社は、透明度の高い経営を目指し、平成15年6月より業界に先駆けて「委員会設置会社」への移行を行いました。

取締役会につきましては、経営環境の急激な変化に対応し迅速且つ的確な意思決定を図るために人員数を実質討議可

能な14名に絞るとともに、取締役のうち6名を社外から招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができ

る体制となっております。又、委員会設置会社における監査委員につきましても4名中3名が社外取締役で構成されて

おり、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、経営監視体制は有効に機能していると考えておりま

す。会社情報の開示につきましては、平成13年3月からいち早く四半期決算の開示を行うなど積極的な経営状況の開示

に努めてまいりました。

今後ともインターネット等を有効活用し、よりスピーディーで精度の高い情報開示を行うことにより、経営の透明度

の確保に努めてまいります。

 また、内部管理体制の整備状況といたしましては、内部牽制組織の整備を図るとともに、内部監査グループおよびコ

ンプライアンスグループを設置しております。 内部監査グループは常時6名体制で各店舗および本部各セクション、

商品センターを定期的に巡回し、法令、定款、社内諸規程を遵守し 適切に業務遂行しているかどうかを監査し、改善

提案並びに指導を行っております。コンプライアンスグループは、従業員の法令、定款、社内諸規程の遵守を徹底す

るために定常的に調査を行い、適宜に経営者へ報告を行うと共に、コンプライアンスに対する教育や予防措置等の検

討を行っております。

 また、社内規程につきましては健全・適正に業務運営するため「コンプライアンス規程」や「リスク管理規程」など

を整備運用しております。

 なお、内部監査グループの内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況ですが、ノジマの店舗

を延べ228ヶ店、テレマックス、ＷＡＶＥ等子会社273ヶ店を監査し適時指導改善いたしました。また、物流拠点、工

事会社等の協力会社は、7法人を監査し適時改善要請をいたしました。

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。

 

－ 8 －



４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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 ※２ 6,204,691 11,374,479  

２．受取手形及び売掛金 6,242,731 7,452,637  

３．たな卸資産 12,342,204 12,936,836  

４.有価証券 ― 200,000  

５．繰延税金資産 143,192 362,858  

６．その他 1,633,815 2,699,084  

７．貸倒引当金 △27,662 △32,456  

流動資産合計 26,538,972 64.9 34,993,439 61.4 8,454,467

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 ※２ 5,874,708 9,367,690

減価償却累計額  ※３ 2,080,688 3,794,020 3,974,519 5,393,170  

２．車輌運搬具 31,857 77,437

減価償却累計額  22,001 9,855 45,082 32,354  

３．器具備品  2,715,152 3,726,996

減価償却累計額  ※３ 1,522,902 1,192,250 2,047,051 1,679,944  

４．土地 ※２ 1,644,761 3,166,255  

５．建設仮勘定 36,350 76,804  

有形固定資産合計 6,677,238 16.3 10,348,530 18.1 3,671,292

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 426,953 388,649  

２．商標権 3,033 36,668  

３. 連結調整勘定 201,949 －  

４. のれん － 994,492  

５. 借地権 175 8,401  

無形固定資産合計 632,110 1.5 1,428,211 2.5 796,100
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 314,252 1,800,542  

２．長期貸付金 975 71,056  

３．繰延税金資産 685,863 1,569,925  

４．差入敷金及び保証金 ※２ 5,353,346 6,029,292  

５．その他 ※２ 728,184 798,179  

６．貸倒引当金 △25,587 △26,154  

投資その他の資産合計 7,057,034 17.3 10,242,841 18.0 3,185,807

固定資産合計 14,366,383 35.1 22,019,583 38.6 7,653,200

資産合計 40,905,356 100.0 57,013,023 100.0 16,107,667

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 10,577,334 12,693,582  

２．短期借入金 1,700,000 4,100,000  

３．１年内返済予定長期借
入金

※２ 3,043,759 3,864,801  

４．1年以内償還予定社債 1,070,000 520,000  

５．未払金 2,432,491 3,095,205  

６．未払法人税等 959,441 450,949  

７．未払消費税等 104,584 166,495  

８．賞与引当金 25,385 6,160  

９. メンバーズカード引当
金

71,609 62,784  

10．その他 1,030,435 945,970  

流動負債合計 21,015,042 51.4 25,905,951 45.4 4,890,908
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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）

Ⅱ　固定負債

１．社債 560,000 40,000  

２．長期借入金 ※２ 6,022,840 7,007,522  

３．販売商品保証引当金 673,622 768,319  

４．役員退職引当金 123,679 131,611  

５．退職給付引当金 900,631 948,798  

６. 年金基金脱退損失引当

金 
101,631 95,206  

７．負ののれん － 5,763,110  

８.　その他 469,744 851,246  

固定負債合計 8,852,149 21.6 15,605,815 27.4 6,753,665

負債合計 29,867,191 73.0 41,511,766 72.8 11,644,547

（少数株主持分）

少数株主持分 233,078 0.6 － － △233,078

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,430,096 5.9 － － △2,430,096

Ⅱ　資本剰余金 2,845,078 7.0 － － △2,845,078

Ⅲ　利益剰余金 5,546,020 13.5 － － △5,546,020

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

60,548 0.2 － － △60,548

Ⅴ　自己株式 △76,658 △0.2 － － 76,658

資本合計 10,805,085 26.4 － － △10,805,085

負債、少数株主持分及び
資本合計

40,905,356 100.0 － － △40,905,356

－ 11 －



前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31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）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  4,295,745 △7.5 4,295,745

２．資本剰余金   － －  4,710,728 8.3 4,710,728

３．利益剰余金   － －  6,193,629 10.9 6,193,629

４．自己株式   － －  △32,765 △0.1 △32,765

　　株主資本合計   － －  15,167,338 26.7 15,167,338

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  46,608 0.1 46,608

　　評価・換算差額等合計   － －  46,608 0.1 46,608

Ⅲ　少数株主持分   － －  287,310 0.1 287,310

純資産合計   － －  15,501,257 27.2 15,501,257

負債純資産合計   － －  57,013,023 100.0 57,013,023
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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 118,012,321 100.0 127,910,707 100.0 9,898,385

Ⅱ　売上原価 ※１ 99,267,771 84.1 106,119,570 83.0 6,851,798

売上総利益 18,744,549 15.9 21,791,136 17.0 3,046,587

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 2,372,466 3,118,765

２．貸倒引当金繰入額 27,723 7,214

３．給料手当・賞与 4,896,643 6,008,898

４．賞与引当金繰入額 25,385 9,104

５．役員退職引当金繰入額 14,045 14,685

６．退職給付費用 83,093 142,741

７．地代家賃 2,673,649 3,971,401

８．減価償却費 747,246 998,986

９．その他 5,492,573 16,332,828 13.9 6,828,967 21,100,765 16.5 4,767,937

営業利益 2,411,721 2.0 690,371 0.5 △1,721,350

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 31,550 42,225

２．仕入割引 793,931 843,837

３．その他 127,811 953,292 0.8 388,075 1,274,138 1.0 320,845

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 194,409 228,059

２．社債利息 18,673 14,028

３. 売上債権売却損　 54,307 36,691

４．その他 16,669 284,059 0.2 48,002 326,782 0.3 42,722

経常利益 3,080,954 2.6 1,637,726 1.3 △1,443,227

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 70,163 －

２．投資有価証券評価損戻
入益

46,524 －

３. 賞与引当金戻入 5,832 －

４. 役員退職引当金戻入 3,816 －

５．持分変動益 229 158,220

６．その他特別利益 7,594 134,161 0.1 9,464 167,684 0.1 33,523

－ 13 －



前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 400 3,029

２．固定資産除却損 ※４ 235,372 127,261

３．保証金等解約損 7,221 25,589

４．投資有価証券売却損 － 3,045

５．投資有価証券評価損 － 49,164

６．減損損失  ※５ 38,748 338,374

７. 貸倒損失 75,937 －

８．その他特別損失 35,010 392,690 0.3 70,958 617,423 0.3 224,733

税金等調整前当期純利
益

2,822,425 2.4 1,187,987 0.9 △1,634,437

法人税、住民税及び事
業税

1,211,832 590,095

法人税等調整額 26,679 1,238,512 1.0 74,386 664,481 0.5 △574,031

少数株主損失 24,271 0.0 182,742 0.2 158,470

当期純利益 1,608,184 1.4 706,248 0.6 △901,935
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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 1,945,518

Ⅱ　資本剰余金増加高

 　１．新株予約権付社債の

　　　 転換による増加額
499,875

 　２．増資による新株の発行 399,685 899,560

Ⅲ　資本剰余金の期末残高 2,845,078

 （利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,086,371

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 1,608,184  

２．連結子会社減少に伴う増
加高

－ 1,608,184

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 139,988  

２．自己株式処分差損 8,547 148,535

Ⅳ　利益剰余金期末残高 5,546,020
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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３月31日　残高（千円） 2,430,096 2,845,078 5,546,020 △76,658 10,744,536

連結会計年度中の変動額

㈱真電との合併による変動額 1,865,649 1,865,649 194,896  3,926,195

剰余金の配当   △189,059  △189,059

当期純利益   706,248  706,248

自己株式の処分   △70,707 43,893 △26,813

連結子会社増加に伴う利益剰余
金増加高

  6,229  6,229

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,865,649 1,865,649 647,607 43,893 4,422,800

平成19年３月31日　残高（千円） 4,295,745 4,710,728 6,193,629 △32,765 15,167,338

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 60,548 60,548 233,078 11,038,164

連結会計年度中の変動額

㈱真電との合併による変動額  －  3,926,195

剰余金の配当  －  △189,059

当期純利益  －  706,248

自己株式の処分  －  △26,813

連結子会社増加に伴う利益剰余
金増加高

 －  6,229

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△13,939 △13,939 54,232 40,292

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△13,939 △13,939 54,232 4,463,092

平成19年３月31日　残高（千円） 46,608 46,608 287,310 15,501,257
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,822,425 1,157,987  

有形固定資産減価償却費 747,246 1,116,323  

減損損失 38,748 338,374  

のれん及び負ののれん償
却額

69,965 130,310  

役員退職引当金の増加額 1,284 7,932  

退職給付引当金の増加額
（△減少額）

16,218 37,091  

賞与引当金の減少額 △8,690 △32,785  

貸倒引当金の減少額 △438,032 4,645  

販売商品保証引当金の増
加額（△減少額）

△79,970 95,697  

受取利息及び受取配当金 △34,374 △48,529  

支払利息 194,409 228,059  

社債利息 18,673 14,028  

持分変動益 △229 △158,386  

固定資産売却損 400 148,337  

保証金等解約損 7,221 25,589  

投資有価証券売却益 △70,163 △3,045  

投資有価証券評価益 △46,524 －  

投資有価証券評価損 － 49,164  

その他流動資産の増加額 △261,681 －  

その他 △493,064 858,233  

小計 2,483,862 3,969,024 1,485,162

利息及び配当金の受取額 34,352 48,621  

利息の支払額 △220,991 △226,881  

法人税等の支払額 △908,971 △1,041,798  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,388,252 2,748,966 1,360,714
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入による支
出

△140,074 △31,744  

連結範囲変更を伴う子会
社株式取得による支出

△193,244 △1,261,037  

無形固定資産取得による
支出

△269,672 △208,889  

長期前払費用の取得によ
る支出

△63,375 △12,767  

貸付けによる支出 △317 △177,512  

貸付金回収による収入 500,378 107,603  

その他 △1,155,246 △2,007,001  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,321,552 △3,591,347 △2,269,795

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の減少額 △391,320 2,400,000  

長期借入による収入 3,000,000 3,648,356  

長期借入金の返済による
支出

△2,479,420 △1,922,162  

社債発行による収入 1,000,000 －  

社債の償還による支出 △120,000 △1,070,000  

株式の発行による収入 800,085 －  

少数株主へ株式発行によ
る収入

1,250 205,250  

自己株式取得による支出 △9,760 △68,345  

配当金の支払額 △140,080 △187,085  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,660,754 3,006,013 1,345,259

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△47 136 183

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

1,727,406 2,163,767 436,361

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

3,153,892 4,881,298 1,727,406

Ⅶ　新規連結による現金及び
現金同等物の増加額

－ 4,919 4,919

Ⅷ　連結除外による現金及び
現金同等物の減少額

－ 3,713,664 3,713,664

Ⅸ　現金及び現金同等物の期
末残高

4,881,298 10,763,650 5,882,352
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　６社　　　

　　 ソロン㈱

　　 ㈱テレマックス

　　 ㈱イーネット・ジャパン

　　 ㈱ブロードバンド・ジャパン

 　　㈱オー．ティ．エス

 　　㈱ウェィヴ

※　㈱オー．ティ．エス、㈱ウェィヴは

当連結会計年度において新に株式を取得

したため連結の範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　　　10社　　　

　　 ソロン㈱

　　 ㈱テレマックス

　　 ㈱イーネット・ジャパン

　　 ㈱ブロードバンド・ジャパン

 　　㈱オー．ティ．エス

 　　㈱ＷＡＶＥ 

 　　四国新電電㈱

 　　㈲プロフィット

 　　㈱インターデコ

     ㈱ノジマシステム・エンジニアリング

※　四国新電電㈱、㈲プロフィット、

　 ㈱インターデコは当連結会計年度に

　おいて新に株式を取得したため連結の

範囲に含めております。

 

 

※ ㈱ウェイヴは、当連結会計年度に　

おいて㈱ＷＡＶＥに商号変更をいたしま

した。 

※㈱デジタル・ルネッサンスは、当連結

会計年度において、㈱ノジマシステム・

エンジニアリングに商号変更を行い、連

結の範囲に含めております。

 

(2）非連結子会社の名称

　　㈱デジタル・ルネッサンス

(2）非連結子会社の名称

　　　―――――――――

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の㈱デジタル・　　　　

ルネッサンスは休眠中であるため当連結

会計年度から連結対象から除いて　おり

ます。

 　上記非連結子会社の総資産、売上高、

当期純損益のうち持分に見合う額及び利

益剰余金等のうち持分に見合う額のそれ

ぞれの合計額は、連結会社の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等のそ

れぞれの合計額に対する影響が軽微であ

り、全体として連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしておりませんので、持分法の

適用をしておりません。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

   

２．持分法の適用に関する事

項

該当ありません。　 該当ありません。

   

   

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　㈱ウェィヴを除く全ての連結子会社の

事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ております。㈱ウェィヴは2月末日を決

算日としております。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、3月1日から連結決算日3月

31日までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

　㈱ＷＡＶＥを除く全ての連結子会社の

事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ております。㈱ＷＡＶＥは2月末日を決

算日としております。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、3月1日から連結決算日3月

31日までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

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

(イ）有価証券

①子会社株式

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

(イ）有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券

a.時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は部分資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

②その他有価証券

a.時価のあるもの

同左

b.時価のないもの

　移動平均法による原価法

b.時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(ロ）たな卸資産

商品　移動平均法による低価法

ただし、リサイクル商品（中

古品）、ＣＤについては売価

還元法による原価法　　

(ロ）たな卸資産

同左

　　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

同左

建　　物 27～34 年

構 築 物 10～15 年

器具備品 3～15 年

(ロ）無形固定資産（ソフトウェア）

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(ロ）無形固定資産（ソフトウェア）

同左

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）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、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等の特定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。

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を計上して

おります。

(ロ）賞与引当金

同左

(ハ）メンバーズカード引当金

　販売促進目的で発行されるメンバー

ズカードに付与したポイントの利用に

伴う費用負担に備えるため、利用実績

率に基づく将来利用見込額を

計上しております。

　　　　　　  　

(ハ）メンバーズカード引当金

　　　　　　同左

　　　　　　  　

(ニ）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(ニ）役員退職引当金

同左 
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(ホ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異（20,546千円）に

ついては発生年度に費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理

しております。

(ホ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異（△17,419千円)

については発生年度に費用処理してお

ります。

　過去勤務債務は、その発生の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理

しております。

(へ）販売商品保証引当金

　販売商品のアフターサービスに対す

る費用支出に備えるため、保証期間内

のサービス費用見込額を過去の実績を

基礎にして計上しております。

   (へ）販売商品保証引当金

同左

   (ト）年金基金脱退損失引当金

　当社の連結子会社である㈱ウェィヴ

がパルコ企業年金基金から脱退するに

当たって発生する一括掛金の見込額を

引当計上しております。

 

   (ト）年金基金脱退損失引当金

　当社の連結子会社である㈱ＷＡＶＥ

がパルコ企業年金基金から脱退するに

当たって発生する一括掛金の見込額を

引当計上しております。

 

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金利ス

ワップのみであり、特例処理を採用し

ております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

　　　　　　同左 

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

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改

善のため、対象債務の範囲内でヘッジ

会計を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　同左

 

ヘッジ方針

　　　　　　　　　同左 
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(6）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

(1）消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）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

(1）消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

 ―――――――――――

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　　　 ――――――――――― 発生年度から5年間で均等償却しておりま

す。 

８．利益処分項目等の取扱に

関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引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ケ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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 

前連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

 （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第6号　平成15年10月31日)

を適用しております。これにより税金等調整前当期純利益

は38,748千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の減価償却累計額に含めております。

 　　　　　　　　――――――――――

　　　　　　　　

  　　　　　　　――――――――――  （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

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、15,213百万円

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。

 表示方法の変更  

前連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

 ―――――――――― (連結貸借対照表)

 前連結会計年度において「連結調整勘定」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「のれん」又は「負の

のれん」と表示しております。

(連結貸借対照表)

 前連結会計年度において「連結勘定償却」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「のれん及び負ののれ

ん償却額」と表示しております。

 　追加事項

 該当事項はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

当連結会計年度
（平成19年3月31日）

※１　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。※１　非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 0千円 投資有価証券（株式） －千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

定期預金 520,063千円

建物 602,109

土地 110,127

差入敷金及び保証金 2,126,081

投資その他の資産　その他 109,767

計 3,468,148

定期預金 520,080千円

建物 579,759

土地 110,127

差入敷金及び保証金 1,859,862

投資その他の資産　その他 98,490

計 3,168,320

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年内返済予定長期借入金 57,322千円

長期借入金 4,034,589

計 4,091,912

１年内返済予定長期借入金 300,000千円

長期借入金 3,448,308

計 3,748,308

※３　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※３　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

  ４　当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行

１行との間に融資枠（コミットメントライン）を設

定しております。

なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づく

借入の実行状況は次のとおりであります。

  ４　当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行

１行との間に融資枠（コミットメントライン）を設

定しております。

なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づく

借入の実行状況は次のとおりであります。

借入枠 4,000,000千円

借入実行残高 1,400,000

差引借入未実行残高 2,600,000

借入枠 4,000,000千円

借入実行残高 3,900,000

差引借入未実行残高 100,000

　５　当社の発行済株式総数は普通株式15,846,496株であ

ります。

　５　当社の発行済株式総数は普通株式21,578,138株であ

ります。

　６　当社が保有する自己株式数は普通株式95,500株であ

ります。

　６　当社が保有する自己株式数は普通株式43,300株であ

ります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　期末商品たな卸高は、低価法による評価損240,581

千円を行った後の金額によって計上されております。

※１　期末商品たな卸高は、低価法による評価損235,239

千円を行った後の金額によって計上されております。

 

 

 

 

 

 

※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳

ゴルフ会員権 400千円

計 400

建物

 車両運搬費

 器具備品

 その他

8

5

2,997

17

千円

 

 

 

計 3,029

 ※４　固定資産除却損の内訳  ※４　固定資産除却損の内訳

建物 105,455千円

構築物 7,071

車両運搬費 6,047

器具備品 79,892

ソフトウェア 36,905

計 235,372

 

  ※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

    産について減損損失を計上しました。

建物 69,885千円

構築物 4,997 

器具備品 52,379 

計 127,261

 

  ※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

    産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

 店舗（神奈川

県、東京都）
店舗設備 

建物及び構

築物 
器具備品 

 

 当社グループは、継続的に損益の把握を実施している店

舗をグルーピングの基本単位としております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産

グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低い

と判断した店舗について、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（38,748

千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建

物23,633千円及びその他15,114千円であります。

　当資産グループの固定資産回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、主に固定資産税評価額及び減価

償却計算に用いられている税法規定等に基づく残存価額

（取得原価の５％）を基に評価しています。

 

場所 用途 種類 その他

 店舗（神奈川

県、長野県

他）

店舗設備 
建物及び構

築物 

器具備品、

ソフトウェ

ア 

 

 当社グループは、継続的に損益の把握を実施している店

舗をグルーピングの基本単位としております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産

グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低い

と判断した店舗について、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（338,374千円）として特別損失に計上しました。その内

訳は、建物182,178千円及びその他156,196千円でありま

す。

　当資産グループの固定資産回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、主に固定資産税評価額及び減価

償却計算に用いられている税法規定等に基づく残存価額

（取得原価の5％）を基に評価しています。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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 15,846,496 5,731,642 － 21,578,138

合計 15,846,496 5,731,642 － 21,578,138

自己株式

普通株式 95,500 95,100 147,300 43,300

合計 95,500 95,100 147,300 43,300

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

（当社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ 193,000 － 191,000 2,000 564

連結子会社

(㈱イーネッ

ト・ジャパ

ン)

ストック・オプションとして 

の新株予約権
－ 258 － 75 183 15,250

合計 － 193,258 － 191,075 2,183 15,814

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年5月8日

取締役会
普通株式 94,505 6 平成18年3月31日 平成18年6月5日

平成18年11月21日

取締役会
普通株式 94,553 6 平成18年9月30日 平成18年12月4日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年4月24日 普通株式 129,209 利益余剰金 6 平成19年3月31日 平成19年6月8日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 6,204,691千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,323,392

預金及び現金同等物 4,881,298

 ※　株式の取得により新たに連結子会社となった会社

   の資産及び負債の主な内訳

　   株式の取得により新たに㈱オー.ティ.エスと㈱

　 ウェィヴを連結したことに伴う連結開始時の資産及

　 び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得

　 のための支出（純額）との関係は次のとおりであり

　 ます。

㈱オー.ティ.エス              (百万円）

流動資産 84

固定資産 8

連結調整勘定 62

流動負債 △50

固定負債 △23

㈱オー.ティ.エスの株式の

取得価額
81

㈱オー.ティ.エスの株式の

現金及び現金同等物
22

差引： ㈱オー.ティ.エス取

得のための支出
58

  

㈱ウェィヴ              (百万円）

流動資産 2,207

固定資産 653

連結調整勘定 22

流動負債 △2,311

固定負債 △171

㈱ウェィヴの株式の取得価

額
400

㈱ウェィヴの株式の現金及

び現金同等物
265

差引： ㈱ウェィヴ取得のた

めの支出
134

現金及び預金勘定 11,374,479千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 610,829

預金及び現金同等物 10,763,650

 ２．当連結会計年度に合併した㈱真電より引き継いだ

　　現金及び現金同等物以外の資産及び負債の主な内訳は　

　　　次のとおりです。

              (百万円）

流動資産 2,279

固定資産 4,829

資産合計 7,109

流動負債 759

固定負債 6,137

負債合計 6,896

 ３．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

　　 の資産及び負債の主な内訳

　 　　連結子会社のソロン㈱の株式の取得により新たに

　　 四国新電電㈱と㈲プロフィットを連結したことに伴

　　 う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式

　　 の取得のための支出（純額）との関係は次のとおり

　　 であります。

四国新電電㈱              (百万円）

流動資産 352

固定資産 502

のれん 583

流動負債 313

固定負債 11

四国新電電㈱の株式の取得

価額
1,113

四国新電電㈱の株式の現金

及び現金同等物
―

差引： 四国新電電取得のた

めの支出
1,113

  

㈲プロフィット              (百万円）

流動資産 265

固定資産 62

のれん 136

流動負債 207

固定負債 66

㈲プロフィットの株式の取

得価額
190

㈲プロフィットの株式の現

金及び現金同等物
77

差引： ㈲プロフィット取得

のための支出
112
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 4,050 3,712 337

器具備品 256,931 188,416 68,514

ソフトウエア 120,050 84,509 35,541

合計 381,031 276,637 104,393

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 － － －

器具備品 256,931 239,802 17,128

ソフトウエア 96,930 80,775 16,155

合計 353,861 320,577 33,283

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 75,909千円

１年超 36,201

合計 112,110

１年内 36,201千円

１年超 －

合計 36,201

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 86,311千円

減価償却費相当額 77,650

支払利息相当額 6,405

支払リース料 79,055千円

減価償却費相当額 71,109

支払利息相当額 3,145

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．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との差額

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。

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

株式 167,500 269,503 102,003 277,518 356,043 78,524

小計 167,500 269,503 102,003 277,518 356,043 78,524

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 14,077 8,013 △6,063 1,024,774 971,221 △53,553

小計 14,077 8,013 △6,063 1,024,774 971,221 △53,553

合計 181,577 277,517 95,940 1,302,293 1,327,264 24,971

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

124,072 70,163 － 27,544 － 3,045

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

(1）満期保有目的の債券

非上場債券 － 629,080

(2）その他有価証券

非上場株式 36,735 44,196

計 36,735 673,277

－ 30 －



（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市場にお

ける利率の上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

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

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジ会計を行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　なお取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行である

ため、相手先の契約不履行による、いわゆる信用リスク

はほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係る管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルー

ルに従い、資金担当部門が経理担当執行役の承認を得て

行っております。

(5）取引に係る管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

　金利関連

　すべてヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。
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  (開示の省略) 

 　　退職給付、ストックオプション、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が　　　

　   大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 （企業結合等関係）

当連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

（パーチェス法適用）

Ⅰ株式交換（㈱真電）

１． 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

　　及び取得した議決権比率

（１）被取得企業の名称及び事業の内容

　　　　㈱真電　　　　家電小売業

（２）企業結合を行った主な理由

　　　現在の家電小売業界は、厳しい価格競争下にあり業界内再編も進みつつあります。両社は地域補完性もあり、本部

　　　機能の統合や仕入の統合によるローコスト化を通じて、より高い収益力と財務体質の強化を目指し合併を行う

　　　こととしました。

（３）企業結合日

　　　　平成19年3月1日

（４）企業結合の法的形式

　　　　合併

（５）結合後企業の名称

　　　　㈱ノジマ

（６）取得した議決権比率

　　　　100.0%

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　平成19年3月1日から平成19年3月31日まで

３． 被取得企業の取得原価

　　　　　取得の対価　　　㈱ノジマの株式　　　3,731百万円

　　　　　取得の原価　　　　　　　　　　　　　3,731百万円

４． 株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額

（１）株式の種類及び交換比率

　　　　普通株式　㈱ノジマ　１：　㈱真電　0.53

（２）交換比率の算定方法

　　　　　㈱ノジマと㈱真電はそれぞれ大和証券SMBC㈱と㈱GMDコーポレートファイナンスを第三者機関として選定して

　　　　　株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果をもとに両社協議のうえ、上記の通り株式交換比率について合意

　　　　　いたしました。

（３）交付株式数及びその評価額

　　　　株式交付数　　普通株式　　5,731,642株

　　　　評価額　　　　　　　　　　3,731百万円

５． 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

　（１）負ののれんの金額　　　　　5,860百万円

　（２）発生原因

　　　　　被取得企業から受け入れた資産及び負債の額と公正価格との差額により発生したものであります。

　（３）償却方法及び償却期間　　　5年間で均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　（１）資産の額

現金及び預金 3,713百万円

売掛金 230百万円

たな卸資産 1,183百万円

建物及び構築物 861百万円

土地 1,521百万円

投資有価証券 1,596百万円

その他 1,715百万円

合計 10,822百万円
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 　　　（２）負債の額

買掛金 48百万円

その他 6,848百万円

合計 6,896百万円

７． 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算

額

　　　金額の重要性が乏しいため、記載をしておりません。

 

 

Ⅱ株式取得（四国新電電㈱）

１． 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及

び取得した議決権比率

（１）被取得企業の名称及び事業の内容

　　　　四国新電電㈱　　　　通信機器小売業

（２）企業結合を行った主な理由

　　　　ソロン㈱と四国新電電㈱は、ソロン㈱が通信関連機器の卸売、四国新電電㈱が同商品の販売という補完関係に

　　　　あり、今後の成長が見込まれる同業界において、更なる成長と拡大を図るために、株式の取得をすることいた

        しました。

（３）企業結合日

　　　　平成18年10月1日

（４）企業結合の法的形式

　　　　子会社のソロン㈱による株式取得

（５）結合後企業の名称

　　　　四国新電電㈱

（６）取得した議決権比率

　　　　100.0%

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　　平成19年10月1日から平成19年3月31日まで

３．被取得企業の取得原価

　　　取得の対価　　株式取得費用　　　1,113百万円（すべて現金で支出しております。）

　　　取得の原価　　　　　　　　　　　1,113百万円

４． 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

　（１）のれんの金額　　　　　　　583百万円

　（２）発生原因

　　　　　被取得企業から受け入れた資産及び負債の額と公正価格との差額により発生したものであります。

　（３）償却方法及び償却期間　　　5年間で均等償却

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　（１）資産の額

売掛金 194百万円

たな卸資産 152百万円

有形固定資産 63百万円

その他 442百万円

合計 854百万円

 　　　（２）負債の額

買掛金 215百万円

その他 109百万円

合計 324百万円

６． 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算

額

　　　金額の重要性が乏しいため、記載をしておりません。

 

Ⅲ株式取得（㈲プロフィット）

２． 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及

び取得した議決権比率
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（１）被取得企業の名称及び事業の内容

　　　　㈲プロフィット　　通信機器小売業

（２）企業結合を行った主な理由

　　　　ソロン㈱と㈲プロフィットは、ソロン㈱が通信関連機器の卸売、㈲プロフィットが同商品の販売という補完関係

　　　　にあり、今後の成長が見込まれる同業界において、更なる成長と拡大を図るために、株式の取得をすることいた

        しました。

（３）企業結合日

　　　　平成18年10月1日

（４）企業結合の法的形式

　　　　子会社のソロン㈱による株式取得

（５）結合後企業の名称

　　　　㈲プロフィット

（６）取得した議決権比率

　　　　　70.0%

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　平成19年10月1日から平成19年3月31日まで

３．被取得企業の取得原価

　　取得の対価　　株式取得費用　　　  190百万円（すべて現金で支出しております。）

　　取得の原価　　　　　　　　　　　  190百万円

５． 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

　（１）のれんの金額　　　　　　　    136百万円

　（２）発生原因

　　　　　被取得企業から受け入れた資産及び負債の額と公正価格との差額により発生したものであります。

　（３）償却方法及び償却期間　　　5年間で均等償却

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　（１）資産の額

現金及び預金 77百万円

売掛金 92百万円

たな卸資産 47百万円

有形固定資産 22百万円

その他 87百万円

合計 327百万円

 　（２）負債の額

買掛金 89百万円

その他 184百万円

合計 273百万円

７． 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算

額

　　　金額の重要性が乏しいため、記載をしておりません。
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 （セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高、営業利益及び資産の

金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合が、い

ずれも90％超であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　　　　　　同上

 ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

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

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　　　　　　同上

 ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　　　　　　同上
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上の
関係

役員の近

親者
野島絹代

神奈川県相

模原市
－ なし

（被所有）

直接12.0%

間接9.6%

－ －
不動産（倉庫)

の賃借
3,798 地代家賃 －

 役員 野島廣司 
神奈川県

相模原市 
－

当社取締役

当社代表執

行役社長 

（被所有）

直接12.5%
－ －

ソロン㈱の株式

の取得
96,000

関係会社株

式 
96,000

 役員 三枝達実 
神奈川県

厚木市 
－

当社取締役

当社代表執

行役専務 

（被所

有）

直接0.45% 

－ －
ソロン㈱の株式

の取得
15,600

関係会社株

式
15,600

 役員 小林稔忠 東京都 －

当社取締役

㈱小林稔忠

事務所所長 

　　－ － －
ソロン㈱の株式

の取得
8,400

関係会社株

式
8,400

 役員 仙波　昂 東京都 － 当社取締役

（被所

有）

直接0.0%

－ －
ソロン㈱の株式

の取得
2,400

関係会社株

式
2,400

 役員 庄司友彦 
神奈川県

相模原市 
－

当社取締役

当社執行役

財務経理本

部長 

（被所

有）

直接0.0%

－ －
ソロン㈱の株式

の取得
960

関係会社株

式
960

　（注）１．取引金額には消費税等を含んでおりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方法等

倉庫の賃借料単価については、三菱UFJ信託銀行㈱が提示した参考資料を基に決定しております。

３．ソロン㈱の株式の取得については、第三者の辻・本郷税理士法人の株価算定値を参考にしております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上の
関係

役員の近

親者
野島絹代

神奈川県相

模原市
－ なし

(被所有）

直接8.8%

間接6.9%

－ －
不動産（倉庫)

の賃借
3,798 地代家賃 －

　（注）１．取引金額には消費税等を含んでおりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定方法等

倉庫の賃借料単価については、三菱UFJ信託銀行㈱が提示した参考資料を基に決定しております。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額       685円　99銭  719円82銭

１株当たり当期純利益    111円 　7銭 32円88銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － －

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載してお

りません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（千円） 1,608,184 706,248

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（千円） 1,608,184 706,248

期中平均株式数（株） 14,478,629 21,481,871

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

旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権（ストックオプション）

１種類。これらの詳細は、「第４提

出会社の状況、１株式等の状況

（２）新株式予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

同左

  （重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31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 4,893,162 9,641,132  

２．受取手形  410 －  

３．売掛金 ※２ 4,032,664 4,844,803  

４．有価証券  － 200,000  

５．商品 9,838,752 10,841,764  

６．前払費用 282,797 313,306  

７．繰延税金資産 100,944 275,208  

８．短期貸付金 835 1,170  

９．未収入金 ※２ 1,281,101 2,047,016  

10．その他 11,023 3,350  

11．貸倒引当金 △893 △6,386  

流動資産合計 20,440,797 58.8 28,161,367 57.7 7,720,569

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 5,046,200 8,186,274

減価償却累計額  ※３ 1,602,266 3,443,934 3,264,073 4,922,200  

２．構築物  385,276 598,009

減価償却累計額  ※３ 276,288 108,988 437,688 160,321  

３．車両運搬具 31,857 71,291

減価償却累計額 22,001 9,855 44,919 26,372  

４．器具備品  2,018,985 2,931,270

減価償却累計額  ※３ 1,148,733 870,251 1,576,872 1,354,397  

５．土地 ※１ 1,644,761 3,166,255  

６．建設仮勘定 36,350 76,804  

有形固定資産合計 6,114,140 17.6 9,706,352 19.9 3,592,212

(2）無形固定資産

  １．ソフトウエア 181,901 234,953  

２．その他 － 8,401  

無形固定資産合計 181,901 0.5 243,354 0.5 61,453
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31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）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 312,685 1,798,380  

２．関係会社株式 1,362,335 1,549,971  

３．出資金 610 610  

４．長期貸付金 － 70,081  

５．長期前払費用 ※１ 449,325 478,929  

６．繰延税金資産 663,150 957,783  

７．差入敷金及び保証金 ※１ 4,992,635 5,567,439  

８．保険積立金 21,720 53,695  

９．その他 232,637 241,787  

10．貸倒引当金 △25,587 △25,587  

投資その他の資産合計 8,009,512 23.1 10,693,091 21.9 2,683,579

固定資産合計 14,305,554 41.2 20,642,799 42.3 6,337,244

資産合計 34,746,352 100.0 48,804,166 100.0 14,057,814

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  31,116 －  

２．買掛金 ※２ 8,542,845 10,354,889  

３．短期借入金 200,000 2,700,000  

４．１年内返済予定長期借
入金

※１ 2,983,759 3,612,259  

５．1年内償還予定社債 1,050,000 500,000  

６．未払金 ※２ 2,077,646 2,480,987  

７．未払法人税等 673,215 49,567  

８．未払消費税等 59,489 58,342  

９．未払費用 7,884 11,065  

10．前受金 469,179 488,323  

11．預り金 289,272 298,763  

12.前受収益 － 61,037  

流動負債合計 16,384,409 47.2 20,615,237 42.2 4,230,828
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31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）

Ⅱ　固定負債

１．社債 500,000 －  

２．長期借入金 ※１ 5,907,840 6,320,080  

３．販売商品保証引当金 673,622 768,319  

４．役員退職引当金 117,987 128,975  

５．退職給付引当金 674,157 722,192  

６．預り保証金 449,879 590,466  

７．長期前受収益 18,032 4,508  

８．負ののれん － 5,763,110  

固定負債合計 8,341,519 24.0 14,297,652 29.3 5,956,132

負債合計 24,725,929 71.2 34,882,889 71.5 10,156,961

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 2,430,096 7.0 －  △2,430,096

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,845,078 －

資本剰余金合計 2,845,078 8.1 －  △2,845,078

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 80,227 －

２．任意積立金

　（１）別途積立金 97,200 －

３．当期未処分利益 4,584,415 －

利益剰余金合計 4,761,841 13.7 － － △4,761,841

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

60,064 0.2 －  △60,064

Ⅴ　自己株式 ※４ △76,658 △0.2 －  76,658

資本合計 10,020,422 28.8 －  △10,020,422

負債・資本合計 34,746,352 100.0 － － △34,746,352
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※4  － －  4,295,745 8.8 4,295,745

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   4,710,728    

資本剰余金合計   － －  4,710,728 9.7 4,710,728

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   80,227    

(2）その他利益剰余金         

土地圧縮勘定積立金  －   123,796    

固定資産圧縮積立金  －   70,744    

別途積立金  －   97,200    

繰越利益剰余金  －   4,499,676    

利益剰余金合計   － －  4,871,644 10.0 4,871,644

４．自己株式 ※4  － －  △32,765 △0.1 △32,765

株主資本合計   － －  13,845,352   

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  45,923 0.1 45,923

評価・換算差額等合計   － －     

純資産合計   － －  13,891,276 28.5 13,891,276

負債純資産合計   － －  48,804,166 100.0 48,804,166
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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  ※６ 95,342,714 100.0 94,699,979 100.0 △642,735

Ⅱ　売上原価

１．期首商品たな卸高 8,934,961 9,838,752

２．当期商品仕入高  ※６ 80,879,375 80,158,526

合計 89,814,337 89,997,278

３．期末商品たな卸高 ※１ 9,838,752 79,975,585 83.9 10,841,764 79,155,514 83.6 △820,071

売上総利益 15,367,129 16.1 15,544,465 16.4 177,335

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 2,301,803 2,739,843

２．支払手数料 742,855 880,545

３．貸倒引当金繰入額 893 5,696

４．役員報酬 135,302 148,993

５．給料手当・賞与 4,212,639 4,624,048

６．役員退職引当金繰入額 12,516 13,372

７．退職給付費用 76,214 99,070

８．法定福利費 363,396 416,697

９．賃借料 117,846 145,022

10．地代家賃 2,457,157 2,894,100

11．減価償却費 650,716 795,624

12．水道光熱費 604,641 663,316

13．その他 1,974,969 13,650,952 14.3 2,068,268 15,494,602 16.4 1,843,650

営業利益 1,716,176 1.8 49,862 0.1 △1,666,314

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 31,531 40,522

２．受取配当金 2,824 6,292

３．仕入割引 791,213 741,330

４．負ののれん償却額 － 97,679

５．家賃収入 － 110,960

６．雑収入 66,621 892,190 1.0 96,427 1,093,213 1.2 201,022

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 180,250 191,368

２．社債利息 18,673 12,917

３．売上債権売却損 53,960 36,691

４．雑損失 17,024 269,918 0.3 33,311 274,289 0.3 4,370

経常利益 2,338,449 2.5 868,786 0.9 △1,469,663
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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．投資有価証券売却益 70,163 －

２. 投資有価証券評価損戻
入益

46,524 116,688 0.1 －  － △116,688

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 400 5

２．固定資産除却損 ※４ 186,145 76,145

３．保証金等解約損 7,221 25,589

４．投資有価証券評価損 － 259,067

５．減損損失  ※５ 26,339 195,997

６．事務所移転費用 22,000 －

７．その他の特別損失  － 242,106 0.3 34,913 591,718 0.6 349,612

税引前当期純利益 2,213,031 2.3 277,067 0.3 △1,935,963

法人税、住民税及び事業
税

854,379 34,824

法人税等調整額 59,738 914,117 0.9 67,570 102,395 0.1 △811,721

当期純利益 1,298,914 1.4 174,672 0.2 △1,124,242

前期繰越利益 3,364,047 －  

自己株式処分差損 △8,547 －  

中間配当額 69,998 －  

当期未処分利益 4,584,415 －  
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（株主総会承認日

　　 平成18年6月17日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 4,584,415

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 94,505 94,505

Ⅲ　次期繰越利益 4,489,909
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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
合計土地圧縮勘

定積立金

固定資産圧
縮勘定積立
金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

2,430,096 2,845,078 2,845,078 80,227   97,200 4,584,415 4,761,841

事業年度中の変動額

㈱真電との合併による変動額 1,865,649 1,865,649 1,865,649  123,796 70,744  356 194,896

剰余金の配当   －     △189,059 △189,059

当期純利益   －     174,672 174,672

自己株式の処分   －     △70,707 △70,707

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

  －      －

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,865,649 1,865,649 1,865,649 － 123,796 70,744 － △84,738 109,801

平成19年３月31日　残高
（千円）

4,295,745 4,710,728 4,710,728 80,227 123,796 70,744 97,200 4,499,676 4,871,644

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合
計

その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△76,658 9,960,357 60,064 60,064 10,020,422

事業年度中の変動額

㈱真電との合併による変動額  3,926,195   3,926,195

剰余金の配当  △189,059  － △189,059

当期純利益  174,672  － 174,672

自己株式の処分 43,893 △26,813  － △26,813

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

 － △14,140 △14,140 △14,140

事業年度中の変動額合計
（千円）

43,893 3,884,993 △14,140 △14,140 3,870,853

平成19年３月31日　残高
（千円）

△32,765 13,845,352 45,923 45,923 13,891,276
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

①時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は部分資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

(2）その他有価証券

①時価のあるもの

同左

②時価のないもの

　移動平均法による原価法

②時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　移動平均法による低価法

　ただし、リサイクル商品(中古品)につ

いては売価還元法による原価法

(1）商品

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

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

(1）有形固定資産

同左

建　　物 27～34 年

構 築 物 10～15 年

器具備品 3～15 年

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

　社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等の特定

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

(2）販売商品保証引当金

　販売商品のアフターサービスに対する

費用支出に備えるため、保証期間内の

サービス費用見込額を過去の実績を基礎

にして計上しております。

(2）販売商品保証引当金

同左

(3）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(3）役員退職引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

　数理計算上の差異（17,284千円）につ

いては、発生年度に費用処理しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

　数理計算上の差異（3,525千円）につ

いては、発生年度に費用処理しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

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

６．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ

のみであり、特別処理を採用しております。

ヘッジ会計の方法

 同左

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

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善の

ため、対象債務の範囲内でヘッジ会計を

行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　　同左 

 

ヘッジ方針

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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方法

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

 

 

 会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年 4月1日
至　平成18年 3月31日）

当事業年度
（自　平成18年 4月1日
至　平成19年 3月31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

り税引前当期純利益は、26,339千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の減価償却累計額に含めております。

 　　　　　　　　――――――――――

 

 　　　　　　　　――――――――――  （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、13,891百万円

であります。

　なお、財務諸表規則の改正により、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、改正後の財務諸表規

則により作成しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産

定期預金      520,063千円

建物 602,109

土地 110,127

差入敷金及び保証金 2,126,081

長期前払費用 109,767

計 3,468,148

定期預金      520,080千円

建物 579,759

土地 110,127

差入敷金及び保証金 1,859,862

長期前払費用 98,490

計 3,168,320

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年内返済予定長期借入金 57,322千円

長期借入金 4,034,589

計 4,091,912

１年内返済予定長期借入金 300,000千円

長期借入金 3,448,308

計 3,748,308

※２　関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記した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。

※２　関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記した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 2,430,025千円

未収入金 967

買掛金 1,953,088

未払金 19,168

売掛金 2,961,435千円

未収入金 304,229

買掛金 2,714,161

未払金 87,904

 ※３　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

　　　 ります。

 ※３　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

　　　 ります。

※４　当社の授権株式数　普通株式 56,000,000株

発行済株式総数 普通株式 15,846,496株

自己株式　普通株式 95,500株

※４　当社の授権株式数　普通株式 85,000,000株

発行済株式総数 普通株式 21,578,138株

自己株式　普通株式 43,300株

　５　偶発債務

関係会社の金融機関からの借入に対する保証

　５　偶発債務

関係会社の金融機関からの借入に対する保証

㈱テレマックス 50,000 千円 ㈱テレマックス 90,000 千円

 　　　関係会社の取引先からの仕入債務に対する保証  　　　次の会社の金融機関からの借入に対する保証

 ㈱イーネット・ジャパン 47,968 千円 ㈱サンバースト新潟 1,541 千円

 

　６　当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行

１行との間に融資枠（コミットメントライン）を設定

しております。

　なお、当期末における当融資枠に基づく借入の実行

状況は次のとおりであります。

 

　６　当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行

１行との間に融資枠（コミットメントライン）を設定

しております。

　なお、当期末における当融資枠に基づく借入の実行

状況は次のとおりであります。

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 －

差引借入未実行残高 2,500,000

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 2,500,000

差引借入未実行残高 －

　７　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は60,064千円で

あります。

　７　配当制限

　　――――――――――――――――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　期末商品たな卸高は、低価法による評価減240,581

千円を行った後の金額によって計上されております。

※１　期末商品たな卸高は、低価法による評価減235,239

千円を行った後の金額によって計上されております。

  

 ※３　固定資産売却損の内訳  ※３　固定資産売却損の内訳

ゴルフ会員権 400 千円

計 400

車両運搬具 5 千円

計  

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

建物 94,627千円

構築物 7,071

車両 6,047

器具備品 60,556

ソフトウェア 17,843

計 186,145

建物 34,105千円

構築物 4,997

器具備品 37,042

計 76,145

 ※５　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しました。

 ※５　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しました。

場所 用途 種類 その他

 店舗（神奈

川県）
店舗設備 

建物及び構

築物 
器具備品 

 

　当社グループは、継続的に損益の把握をしている店舗

をグルーピングの基本単位としております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産

グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低い

と判断した店舗について、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（26,339

千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建

物13,021千円、構築物1,013千円及びその他12,304千円で

あります。

　当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、主に固定資産税評価額及び減価償却計

算に用いられている税法規定等に基づく残存価額（取得

原価の５％）を基に評価しています。

 ※６　関係会社に対する事項

 　　　売上高　　　　　　　　　20,317,757千円

　　　 商品仕入高　　　　　　　20,538,914千円

場所 用途 種類 その他

 店舗（神奈

川県、長野

県）

店舗設備 
建物及び構

築物 
器具備品 

 

　当社グループは、継続的に損益の把握をしている店舗

をグルーピングの基本単位としております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産

グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低い

と判断した店舗について、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（195,997千円）として特別損失に計上しました。その内

訳は、建物160,906千円、構築物1,717千円及びその他

33,374千円であります。

　当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、主に固定資産税評価額及び減価償却計

算に用いられている税法規定等に基づく残存価額（取得

原価の5％）を基に評価しています。

 ※６　関係会社に対する事項

 　　　売上高　　　　　　　　  23,064,523千円

　　　 商品仕入高　　　　　　　22,109,950千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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 95,500 95,100 147,300 43,300

合計 95,500 95,100 147,300 43,300

(リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 4,050 3,712 337

器具備品 256,931 188,416 68,514

ソフトウエア 96,930 61,389 35,541

合計 357,911 253,517 104,393

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 － － －

器具備品 256,931 239,802 17,128

ソフトウエア 96,930 80,775 16,155

合計 353,861 320,577 33,283

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 75,909千円

１年超 36,201

合計 112,110

１年内 36,201千円

１年超 －

合計 36,201

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 82,549千円

減価償却費相当額 74,182千円

支払利息相当額 6,355千円

支払リース料 79,055千円

減価償却費相当額 71,109千円

支払利息相当額 3,145千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．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との差額

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係) 

子会社株式で時価のあるもの

前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

子会社株式 494,455 2,560,780 2,066,324 856,995 1,482,400 625,404
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  （企業結合等関係）

　　　当事業年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

  （パーチェス法適用）

 　　「1連結財務諸表等（1）連結財務諸表注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。

 

（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額       636円18銭         645円6銭

１株当たり当期純利益    89円71銭      8円13銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － －

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載してお

りません。

２．１株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下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18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（千円） 1,298,914 174,672

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（千円） 1,298,914 174,672

期中平均株式数（株） 14,478,629 21,481,871

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

旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権（ストックオプション）

１種類。これらの詳細は、「第４提

出会社の状況、１株式等の状況

（２）新株式予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

同左

 

 （重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

  ①代表執行役の異動（平成19年6月23日就任予定）

・  代表執行役会長兼社長　野島　廣司（現　代表執行役会長兼管理本部長）

・  代表執行役副社長　三枝　達実（現　代表執行役社長）

　②その他の役員の異動

・  新任取締役候補（平成19年6月23日開催の定時株主総会後就任予定）

取締役　奥田　信夫（現　株式会社ケーヨー取締役執行役員財務本部長）

取締役　鈴木　勲（現　ソロン株式会社　常務取締役）

取締役（社外取締役）木村　喬（現　株式会社ミーンズヴィレッジ　代表取締役）

取締役（社外取締役）星名　光男（現　イオン株式会社常任顧問）

取締役（社外取締役）松嶋　英機（現　西村ときわ法律事務所代表パートナー）

　　　　

・  退任予定取締役（平成19年6月23日開催の定時株主総会後退任予定）

取締役　米津　正義

取締役　池戸　亨

取締役　桜井　威

取締役（社外取締役）北村　一夫

　　　

　③役職の異動（平成19年6月1日就任予定）

・  取締役兼執行役企画管理本部長　庄司　友彦（現　取締役兼執行役財務経理本部長）

・　執行役財務経理本部長　奥田　信夫
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