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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 20,902 13.3 △1,090 － △1,052 － △1,708 －

18年９月中間期 18,454 △12.1 △605 － △593 － △932 －

19年３月期 36,578 △10.7 △1,878 － △1,788 － △14,414 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △7 24 － －

18年９月中間期 △3 95 － －

19年３月期 △61 08 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 37百万円 18年９月中間期 1百万円 19年３月期 △1百万円

(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９月中間期 8,524 6,241 73.2 26 45

18年９月中間期 23,417 21,227 90.5 89 82

19年３月期 10,215 7,702 75.4 32 64

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,241百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 7,702百万円

(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９月中間期 △784 365 69 1,092

18年９月中間期 △91 △585 △0 15,650

19年３月期 △1,338 △13,514 △33 1,441

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年３月期 － － 0 00 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 0 00 － －

20年３月期（予想） － － 0 00 0 00 0 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 41,540 13.6 △1,457 － △1,419 － △939 － △3 98
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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）　無

(2）中間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（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、23ページ「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」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９月中間期 235,987,091株 18年９月中間期 235,987,091株 19年３月期 235,987,091株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 12,449株 18年９月中間期 12,321株 19年３月期 12,401株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 20,709 13.2 △1,073 － △1,074 － △1,480 －

18年９月中間期 18,288 △12.4 △589 － △581 － △913 －

19年３月期 36,223 △10.8 △1,861 － △1,776 － △14,396 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △6 28

18年９月中間期 △3 87

19年３月期 △61 01

(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９月中間期 9,087 6,768 74.5 28 68

18年９月中間期 23,823 21,812 91.4 92 30

19年３月期 10,607 8,286 78.1 35 12

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,768百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 8,286百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 41,257 13.9 △1,413 － △1,415 － △1,235 － △5 23

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々

な要因によって見通しと異なる場合がありえることをご承知おき願います。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当上半期の日本経済は、輸出と設備投資に支えられ雇用の改善が続きましたが、賃金の伸びは低く、個人消費が伸び

悩んでおり、また米国経済の減速感や原油価格の高騰といった懸念材料も重なり、景気の先行きには不透明な状況が続

きました。

　当社グループの関連する自動車流通業界は、アジアや新興国向け輸出の増勢を背景に自動車の生産が堅調に推移して

いるものの、国内新車総販売台数は低水準で、特に若年層の購買意欲が減少していることから一層厳しい状況となりま

した。

　このような経営環境の中で当社グループは、全社一丸となって新規顧客の開拓、既存顧客の深耕に努め、売上の増大

と収益改善を強力に推進してまいりました。また「コストカット委員会」の活動を活発にすることで、経費削減に努め

る反面、全国展開している「車買取・販売」の「ＣＡＲＣＨＳ（カーチス）」ブランドを浸透させるべく広告宣伝にお

いてタレントを起用し、国内最高峰の自動車レース、フォーミュラ・ニッポンのスポンサー活動などを継続いたしまし

た。

　人材面に関しましては店舗計画に則り、新卒・中途社員の積極採用を実施し、様々な研修を通して営業力の強化、生

産性の向上、お客様満足の向上を図っており、引き続き人材採用及び育成に尽力してまいります。なお当社は、株式会

社ウェブクルーが実施した「2006年４月から2007年３月の業者別満足度ランキング」において、満足度ナンバーワン企

業に選ばれております。

　当中間期までに行った収益強化策といたしまして、地域特性を重視した買取直販モデルの完成を目指し、営業拠点網

の合理化のため、直営買取・販売複合店舗「カーチス神戸西」と「カーチス宝塚」を平成19年９月１日に２店舗同時オー

プンいたしました。平成19年９月22日「カーチス小山」を新設し合計58店舗、「ＦＣ店舗」は２店舗となりました。

  また、９月度につきましては対前年比175%（昨年実績2,533台）となる4,425台という買取台数を記録することができ

ました。これは、９月度の実績としては当社における過去最高の記録となるものであります。

　下期につきましては、更に営業拠点網合理化を実施し、売上高、売上総利益及び利益の高い企業に変革するよう努め

てまいる所存であります。

　以上の結果、当中間連結会計期間における連結売上高は20,902百万円、経常損失においては1,052百万円となりまし

た。

  また、当中間連結会計期間の純損失は、減損損失の計上や貸倒引当金の繰入が主な要因となり、1,708百万円となり

ました。

 

　事業のセグメント別の概況は、次のとおりであります。

[自動車関連事業]

　当中間連結会計期間におきましては、広告宣伝等により顧客誘致やブランド認知度の向上を図り、営業拠点網合理化

を実施してまいりました結果、売上高は20,644百万円（前年同期比13.3％増）と増加いたしましたが、営業損失は1,122

百万円（前年同期は638百万円）となりました。

[不動産関連事業]

　売上高は63百万円（前年同期比１％増）となり、営業利益は48百万円（前年同期は48百万円）となりました。

[その他の事業]

　売上高は194百万円（前年同期比15.7％増）となり、営業損失は15百万円（前年同期は14百万円）となりました。
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(2）財政状態に関する分析

　【資産・負債及び純資産の状況】

（資産）

　　当中間連結会計期間末の資産の残高は、8,524百万円となり、前連結会計期間末に比べ1,691百万円の減少となり

ました。主な要因といたしましては、棚卸資産の減少285百万円、固定資産の減少1,010百万円であります。

（負債）

　　当中間連結会計期間末の負債の残高は、2,283百万円となり、前連結会計期間末に比べ230百万円の減少となりま

した。主な要因といたしましては、未払金の減少374百万円、買掛金の増加175百万円であります。

（純資産）

　　当中間連結会計期間末の純資産の残高は、6,241百万円となり、前連結会計期間末に比べ1,461百万円の減少とな

りました。主な要因といたしましては、利益剰余金の減少1,424百万円であります。

【キャッシュ・フローの状況】

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期と比べ14,557百万円減少し、残高は

1,092百万円となりました。

 なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前中間純損失は1,682百万円であり、キャッシュ・フローの伴わない減損損失621百万円や棚卸資産の減

少285百万円などがありました。結果として784百万円のマイナスとなりました。(前年同期は91百万円のマイナス）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　固定資産の取得による支出が294百万円あったものの、CMSによる親会社寄託金回収による収入227百万円、差入保証

金の回収による収入163百万円などがありました。結果として365百万円のプラスとなりました。

(前年同期は585百万円のマイナス）

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入による収入が75百万円ありました。結果として、69百万円のプラスとなりました。

(前年同期は0.2百万円のマイナス）

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりです。

平成17年９月
中間期

平成18年３月期
平成18年９月

中間期
平成19年３月期

平成19年９月
中間期

自己資本比率（％） 78.1 90.5 90.5 75.4 73.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
125.3 146.6 125.0 274.9 99.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

 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

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

 インタレスト・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）有利子負債は中間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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　利益配分につきましては、当社は株主各位に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の事業展開と

経営体質の強化のため内部留保を確保しつつ、安定的に適正な利益還元の実行を基本方針としております。しかしな

がら当期におきましては、早急な収益基盤の強化と営業体質の改善を図っておりましたが、業績の回復がおくれてお

り、誠に遺憾ではありますが、配当を見送らざるを得ない状態となっております。早急に業績の回復と収益の黒字化

を達成するべく邁進し、必ずや配当政策を実施したいと考えております。

(4）事業等のリスク

 様々なリスクが想定されますが、当社および当社グループはその発生の防止、分散、予防、ヘッジをいたします。し

かしながら予想を超える事態が発生した場合は業績に影響を及ぼす可能性があります。

①大規模地震など予期できない天災が発生した時、業績に影響を与える場合があります。

②当社は個人情報のデータ管理を厳重にしているものの情報が漏洩した場合は信用、信頼の観点より業績に与える影

響があります。またシステムを管理、運営しておりますが何らかの理由により稼動しなくなった場合も影響が予想さ

れます。

③わが国経済をとりまく環境により業績に影響を与える場合があります。新車販売のさらなる低迷、国内の中古自動

車の海外輸出増加による良質車の獲得不足、景気の後退による市場マインドの低下など経済環境により業績に影響を

与える場合があります。

④当社は人材あっての企業と認識しております。優秀な人材の確保の進捗、既存の従業員の流出が業績に影響を与え

る場合があります。

⑤当社の主力事業である中古自動車の買取・販売については、古物営業法の法的規制を受けており、当社では法律お

よび関連諸法令に基づき、東京都公安委員会をはじめとする各営業所の所在地を管轄する公安委員会より古物商とし

て許可を取得しております。これらの許可営業に法令違反があった場合には、許可が取り消される旨、定められてお

ります。従って、当社がこのような事態に該当する場合、中古自動車の買取・販売業務を行なえないことになります。

⑥「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に関する注記で記載のとおり、当社グループは継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。

⑦経営権の取得などを目的に株式公開買付の対象になるなどの虞があります。当社は平成19年10月31日、株式会社

ケン・エンタープライズから当社株式を公開買付する旨、公表されております。詳細は、40ページ「重要な後発事象」

をご覧下さい。 
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、その他の関係会社、当社と連結子会社４社及び持分法適用会社１社により構成されており、その

主な事業内容は、自動車関連事業であります。

　

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次の通りであります。

(１)自動車関連事業　中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売を当社及び関連会社が行っております。

(２)不動産関連事業　不動産の販売及びコンサルタント業務を当社が行っております。　

　また、当社グループを構成している主な各会社間の取引の概要は、以下の図の通りであります。　

【事業系統図】

 

自動車関連事業の取引 

出資関係 

株式会社ソリッド グループ ホールディングス 

一

般

顧

客 

自動車流通業者 

イー・ロジスティックス株式会社 
（※２） 

自動車の陸送業務 

株式会社ソリッドアコースティックス 
（※１） 

出資 

インターネット中古車売買・流通システムの企画・構築業務 

オートオークション 

株式会社レジラ 
（※２） 

株式会社オートサーバー 
（※３） 

（注）

※１　その他の関係会社

※２　連結子会社

※３　持分法適用会社（平成19年10月30日に当社保有株式のすべてを譲渡しております。）

その他の子会社

・　株式会社ジェイ・ファイナンス（その他）※２

・　株式会社ジャックアカウンティング（その他）※２
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社及び当社グループは、企業理念である「お客様のための流通革命」の実現を目指すべく、以下の「経営指針」

を定めております。

  １．【価値の創造】常に新しい価値、サービスを創造、提供し、お客様の生活を豊かにしてまいります。

  ２．【信頼・安心】信頼、安心をモットーに、いつもお客様の身近な存在であり続けます。

  ３．【迅速な対応】柔軟で、意思決定の速い活力ある企業を目指します。

  ４．【社内環境】　従業員全員が、夢、希望、情熱、そして、誇りを持てる企業であり続けます。

  ５．【共栄】      株主様、お客様、ビジネスパートナーと共存共栄を図り、常に企業価値を高めてまいります。

  ６．【社会責任】  企業の社会的責任を果たします。

  これらの「経営方針」に基づき、当社は「お客様のための流通革命」の実現を目指してまいります。「お客様のた

めの流通革命」とは、当社の「買取直販モデル」を推進することにより、中間マージンや流通コストを徹底的に排除

し、市場における価格相場よりも価格優位性を確保するものであります。これにより、買い手・売り手双方のお客様

にご満足頂ける仕組みの構築を図り、お客様満足と適正収益を両立させ、自動車流通革命を実現してまいります。そ

の一環として,当社は４月に「事業部制導入」および「執行機構改革」を実施いたしました。これは、戦略機能の強化、

事業展開の意思決定や事業執行のスピードアップ、厳しい事業環境下においても安定的に収益を出せる経営体質の確

立を目指すものであります。

  また、中期事業計画『CARCHS Rebuilding PLAN』に基づき、買取直販モデルの基盤整備を推進すべく、１．営業力

強化(集中)、２．マーケティング強化(効率)、３．ローコスト体質(削減)、４．ＣＲＭ戦略、５．生産性向上等５つ

の主要施策を掲げ、売上増の実現、収益(利益) 構造改善を図るべく取り組んでおります。 

  これらの施策により、お客様、株主様、取引先、社会、従業員など当社に係わるすべてのステーク・ホルダーの皆

様に価値と満足をもたらすことに努め、更なる飛躍と企業価値向上・株主価値向上に向け全社一丸となって邁進して

いく所存であります。

(2）目標とする経営指標

 　 当社及び当社グループでは、高収益企業への変革を目指し、以下の経営指標の向上と改善を重視してまいります。

    成長性指標　　売上高、売上総利益、営業利益

  収益性指標　　売上総利益率、営業利益率　

  資本効率指標　ＲＯＥ(自己資本当期純利益率)

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社及び当社グループは、中期事業計画『CARCHS Rebuilding PLAN』に基づき、(1)事業変革のために導入された施

策の機能統合を図ることにより、業績復活の基盤を整備し、(2)売上高の回復、および収益構造の改善を段階的に図り、

上場企業としての責任を果たしてまいります。さらに、(3)買取直販モデルの推進による競争優位性を構築し、「流通

革命」のサクセス・ストーリーをつくってまいります。

　具体的な施策は、以下のとおりであります。

　１．事業部制導入と執行機構改革　

　　事業部制を導入することにより、エリアマーケティングの強化及び目的達成使命の徹底化を図ります。これに

　より、スピード経営、効率経営を図り、事業運営の結果責任の明確化および従業員に対する予算達成意思を徹底

　させ、業績を処遇に反映させた成果主義処遇を徹底させてまいります。また、戦略的な買取価格・販売価格の設

　定や、在庫調整を行うプライシングセンター、電話やインターネットを通じ営業支援、新規顧客開拓を行うコー

　ルセンター、お客様の声を業務改善や新サービスの開発に繋げるカスタマーセンター等、センター機能の強化を

　図ることにより、業績復活の基盤を整備してまいります。

　２．売上増、収益(利益)構造改善　

　  ①営業力強化(集中)　

　　　ターゲットとなるお客様のプロフィールや地域、ニーズを的確に把握した上で、お客様の期待を満たすための

　　　組織、人材、業務、サービスの再構築を図ってまいります。

　　②マーケティング強化(効率)

　　　徹底した市場動向調査による経営リソースの最適化を実現すべく、効率的プロモーション展開、新たなサービ

　　　スの開発を通じて、市場優位性を創出してまいります。

　　③ローコスト体質(削減)

　　　本社および各事業部において、組織・要員体制の見直し、人員削減・異動・流動化による人員の適正化、直

　　　間比率の改善、売上高に見合うコストの追求してまいります。

　　④ＣＲＭ戦略

　　　コールセンターを中心に個々のお客様との全てのコンタクト履歴を一括管理し、顧客ニーズにきめ細かく対応

　　　することで利便性と満足度を高め、ロイヤリティの高いお客様を創出してまいります。
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 　 ⑤生産性向上

      人材教育による一人当たりの労働生産性の向上、収益性を優先し、資源効率の高い大都市圏(東名阪)を中心と

      したスクラップ・アンド・ビルドによる店舗網の再構築を推進してまいります。

　上記経営戦略に基づき、当社及び当社グループは、業界トップを射程に捉える事が可能な業界２位グループのリー

ディング・カンパニーとなることを目指します。 

(4）会社の対処すべき課題

　１．内部統制の強化　

　平成19年９月13日、内部監督機能の強化および内部統制システム充実のためコンプライアンス本部を設置いたしま

　した。会社全体のコンプライアンス経営とガバナンス体制という会社の司法的側面の強化、会社の意思決定から店

　舗でのオペレーションに至るまでの業務が、定められたルールに従って行われているかチェックできる体制の構

　築、さらに法令にとどまらず社会通念や企業倫理の遵守・推進・指導の統括を目的とするものであります。

 ２．人材の育成　　　

　収益強化に貢献できる営業力を体得できる職場環境の形成、人材の育成が課題であります。また、管理職のマネジ

　メント力の強化につきましても同時に取組んでまいります。

 ３．改善措置の実施状況及び運用状況に関する報告書の提出

　当社は平成19年５月24日、株式会社東京証券取引所より「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する

　規制」に基づき「改善報告書」の提出を求められ、平成19年６月７日に提出いたしましたが再提出を求められ、平

　成19年６月21日に再提出を行い受理されております。当社では、当該改善報告書の内容に基づき、経営委員会の設

　置など必要な方策を講じコーポレート・ガバナンスを強化し、経営執行の監視機能を構築いたしました。なお、当

　該報告書の提出６ヶ月経過後に株式会社東京証券取引所へ提出する「改善措置の実施状況及び運用状況に関する報

　告書」の提出につきましても、社内で十分な検討を重ね、真摯に対応してまいる所存であります。

 ４．継続企業の前提に関する重要な疑義の存在への対応  　  　

　当社グループは、当中間連結会計期間において営業損失1,090百万円、中間（当期）純損失1,708百万円を計上いた

　しました。また、営業キャッシュ・フローにつきましても784百万円と継続的にマイナスとなっております。さら

　に、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の金額が1,092百万円となっており、前中間連結会計期間

　(15,650百万円)に比べて著しく減少しております。当該状況を総合的に鑑みて、当社グループには継続企業の前提

　に関する疑義が存在しております。このような状況から早急に脱却するために、当社グループでは平成19年７月30

　日公表の中期事業計画「CARCHS Rebuilding PLAN」（平成20年３月期から平成22年３月期）を策定し、当該計画の

　達成に向けて邁進しております。また、株式会社ソリッドアコースティックスに対するキャッシュ・マネジメン

　ト・システム(ＣＭＳ)への寄託金及び利息相当額に対する返還請求権に係る請求訴訟、また、保有する投資有価証

　券の売却等による運転資金の確保についても尽力してまいります。

 ５．リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「ＬＢ社」という。)の質権実行による影響

  株式会社ソリッドアコースティックスがＬＢ社との間の金銭消費貸借契約及び株式質権設定契約に基づきＬＢ社に

　対して担保提供した当社株式が、ＬＢ社の担保権実行により一部売却されております。これにより、株主総会にお

　ける議案成立に必要な議決権の確保が難しくなることなど、経営の安定性の維持が損なわれる虞があります。

 ６.株式会社ソリッドアコースティックス(以下、「ＳＡ社」という。)への訴訟 

  平成19年６月12日に公表しておりますとおり、キャッシュ・マネジメント・システム(ＣＭＳ)への寄託金の早期回

　収を図るため、当社へ優先的に金銭債務を弁済するようＳＡ社と「債務弁済確約書」を締結し、さらにＣＭＳ契約

　からの脱退(解除)、追加担保の提供、ＳＡ社の株主および実質支配する個人に対する無限責任の連帯保証、準消費

　貸借契約書の締結を協議してまいりましたが、実行には至りませんでした。そこで当社は、当該状況を継続するこ

　とは当社の企業価値ならびに株主価値に著しい影響を与えるとの判断から、ＳＡ社に対しＣＭＳ契約から脱退(解

　除)し、本件寄託金の返還、ならびに本件寄託金の利息相当額について、平成19年７月26日付で支払請求する通知

　を行いましたが履行されず、法的措置へ踏み切ったものであります。当社は本訴訟につき、ＳＡ社に対し請求し回

　収を図ってまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 (千円)

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   15,796,882   1,092,506    1,586,230  

２　受取手形及び
売掛金

  767,885   1,063,216    930,389  

３　たな卸資産   3,355,431   3,433,140    3,718,364  

４　親会社未収利
息

  －   －    65,084  

５　その他   310,699   268,741    239,709  

貸倒引当金   △5,319   －    △1,653  

流動資産合計   20,225,579 86.4  5,857,604 68.7 △14,367,974  6,538,124 64.0

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物及び構
築物

※１ 890,556   544,329    780,750   

(2）土地  232,200   232,200    232,200   

(3）その他 ※１ 58,029   45,574    112,322   

有形固定資産
合計

  1,180,786 5.0  822,103 9.7 △358,683  1,125,273 11.0

２　無形固定資産   119,260 0.5  2,133 0.0 △117,127  71,306 0.7

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※２ 770,562   716,256    751,078   

(2）差入敷金保
証金

 868,022   983,658    1,173,281   

(3）長期債権 ※３ 6,927,047   6,776,942    6,929,463   

(4）長期売掛金 ※３ 505,725   288,322    518,489   

(5）CMSによる
親会社寄託
金

 －   11,932,623    12,160,000   

(6）その他  75,182   32,588    318,844   

貸倒引当金  △7,254,911   △18,888,000    △19,370,158   

投資その他の
資産合計

  1,891,628 8.1  1,842,392 21.6 △49,235  2,480,999 24.3

固定資産合計   3,191,675 13.6  2,666,629 31.3 △525,046  3,677,578 36.0

資産合計   23,417,255 100.0  8,524,234 100.0 △14,893,020  10,215,703 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 (千円)

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形及び
買掛金

  371,279   714,620    538,889  

２　短期借入金   －   25,000    －  

３　未払金   902,088   715,610    1,089,804  

４　賞与引当金   154,752   167,000    161,371  

５　社名変更関連
費用引当金

  109,874   －    －  

６　閉鎖店舗引当
金

  56,484   －    11,397  

７　債務保証損失
引当金

  1,017   －    2,443  

８　その他   464,152   640,004    585,497  

流動負債合計   2,059,648 8.8  2,262,235 26.6 202,587  2,389,403 23.4

Ⅱ　固定負債            

１　繰延税金負債   31,800   －    24,948  

２　長期未払金   19,680   －    9,840  

３　預り保証金   75,155   20,362    87,034  

４　リース資産減
損勘定

  3,736   412    2,074  

固定負債合計   130,372 0.6  20,774 0.2   123,896 1.2

負債合計   2,190,020 9.4  2,283,010 26.8 92,989  2,513,300 24.6

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   14,447,805 61.7  14,447,805 169.5 －  14,447,805 141.3

２　資本剰余金   7,555,702 32.3  7,555,702 88.6 －  7,555,702 74.0

３　利益剰余金   △854,285 △3.7  △15,760,295 △184.9 △14,906,011  △14,335,769 △140.3

４　自己株式   △1,979 △0.0  △1,988 0.0 △8  △1,987 △0.0

株主資本合計   21,147,243 90.3  6,241,223 73.2 △14,906,019  7,665,751 75.0

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  46,719 0.2  － － △46,719  36,652 0.4

評価・換算差額
等合計

  46,719 0.2  － － △46,719  36,652 0.4

Ⅲ　新株予約権   33,272 0.1  － － △33,272  － －

純資産合計   21,227,234 90.6  6,241,223 73.2 △14,986,011  7,702,403 75.4

負債純資産合計   23,417,255 100  8,524,234 100.0 △14,893,020  10,215,703 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減
 (千円)

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   18,454,750 100.0  20,902,032 100.0 2,447,282  36,578,333 100.0

Ⅱ　売上原価   14,787,209 80.1  16,959,254 81.1 2,172,045  29,499,545 80.6

売上総利益   3,667,540 19.9  3,942,777 18.9 275,236  7,078,787 19.4

Ⅲ　販売費及び　　　
一般管理費

※１  4,273,321 23.2  5,033,542 24.1 760,221  8,957,139 24.5

営業損失   605,780 △3.3  1,090,765 △5.2 484,984  1,878,352 △5.1

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  850   1,625    67,610   

２　受取配当金  1,119   1,515    1,360   

３　有価証券利息  －   －    3,285   

４　持分法による投
資利益

 1,010   37,178    －   

５　その他  10,255 13,235 0.1 10,495 50,814 0.3 37,578 23,073 95,328 0.3

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  －   273    －   

２　持分法による投
資損失

 －   －    1,554   

３　車両盗難による
損失

 －   6,076    －   

４　保証金償却  －   2,419    －   

５　その他  463 463 0.0 3,639 12,407 0.1 11,944 3,447 5,001 0.0

経常損失   593,008 △3.2  1,052,358 △5.0 459,351  1,788,024 △4.9

Ⅵ　特別利益            

１　投資有価証券売
却益

 －   46,016    －   

２　固定資産売却益 ※２ 325   2,757    1,490   

３　賞与引当金戻入
益

 23,592   13,384    29,110   

４　債務保証損失引
当金戻入益

 3,038 26,956 0.2 － 62,158 0.3 35,202 1,612 32,213 0.1

Ⅶ　特別損失            

１　貸倒引当金
繰入額

 165,024   69,963    12,298,049   

２　投資有価証券評
価損

 486   ―    486   

３　固定資産
除却損

※３ 2,344   1,301    2,576   

４　固定資産
売却損

※４ 91   ―    91   

５　減損損失 ※５ 175,298 343,245 1.9 621,230 692,494 3.4 349,249 307,151 12,608,355 34.5

税金等調整前中間

(当期)純損失
  909,297 △4.9  1,682,695 △8.1 773,397  14,364,167 △39.3

法人税、住民税

及び事業税
  23,636 0.1  26,003 0.1 2,367  50,250 0.0

中間(当期)純損失   932,934 △5.0  1,708,698 △8.2 775,765  14,414,418 △39.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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18年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201

中間連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩  △4,806,321 4,806,321  ―

中間純損失   △932,934  △932,934

自己株式の取得    △24 △24

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）
― △4,806,321 3,873,387 △24 △932,958

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △854,285 △1,979 21,147,243

評価・換算差額等

新株予約権 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）
66,425 66,425 33,272 22,179,899

中間連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩    ―

中間純損失    △932,934

自己株式の取得    △24

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）
△19,706 △19,706  △19,706

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△19,706 △19,706 ― △952,664

平成18年９月30日　残高

（千円）
46,719 46,719 33,272 21,227,234

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 12 －



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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19年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △14,335,769 △1,987 7,665,751

中間連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩     －

中間純損失   △1,708,698  △1,708,698

連結範囲の変更を伴う利益剰余

金増加額
  284,172  284,172

自己株式の取得    0 0

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）
－ － △1,424,526 0 △1,424,527

平成19年９月30日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △15,760,295 △1,988 6,241,223

評価・換算差額等

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19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 7,702,403

中間連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩   －

中間純損失   △1,708,698

連結範囲の変更を伴う利益剰余金

増加額
  284,172

自己株式の取得   0

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）
△36,652 △36,652 △36,652

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△36,652 △36,652 △1,461,179

平成19年９月30日　残高

（千円）
－ － 6,241,223
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前連結会計年度（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） 14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩  △4,806,321 4,806,321  －

当期純損失   △14,414,418  △14,414,418

自己株式の取得    △31 △31

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）

－ △4,806,321 △9,608,096 △31 △14,414,450

平成19年３月31日　残高（千円） 14,447,805 7,555,702 △14,335,769 △1,987 7,665,751

評価・換算差額等

新株予約権 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） 66,425 66,425 33,272 22,179,899

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩    －

当期純損失    △14,414,418

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△29,773 △29,773 △33,272 △14,477,496

平成19年３月31日　残高（千円） 36,652 36,652 － 7,702,403
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(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18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

対前中間期比

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18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）  増減（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

１　税金等調整前中間（当期）純損失  △909,297 △1,682,695  △14,364,167

２　減価償却費  105,645 140,976  321,468

３　減損損失  175,298 621,230  307,151

４　保証金償却  － 2,419  －

５　貸倒引当金の増減額（△減少額）  △565,434 △475,260  11,546,145

６　賞与引当金の増減額（△減少額）  △20,196 9,666  △13,577

７　社名変更関連費用引当金の減少額  △160,125 －  △270,000

８　閉鎖店舗引当金の減少額  △7,623 △11,397  △52,710

９　債務保証損失引当金の増減額（△減少額）  △3,038 1,233  △1,612

10　受取利息及び受取配当金  △1,969 △3,140  △68,970

11　支払利息  － 273  －

12　持分法による投資損益（△利益）  △1,010 △37,178  1,554

13　投資有価証券売却益  － △46,016  －

14　投資有価証券評価損  486 －  486

15　有形固定資産売却益  △325 △2,757  △1,490

16　有形固定資産除売却損  2,412 779  2,645

17　無形固定資産除売却損  23 521  23

18　売上債権の増減額（△増加額）  16,332 △68,555  △51,653

19　たな卸資産の減少額  442,835 285,144  77,598

20　仕入債務の増減額（△減少額）  △60,903 178,218  130,529

21　未払消費税等の増加額  55,440 20,606  38,946

22　長期売掛金の減少額  － 230,166  －

23　長期債権の減少額  751,866 －  728,929

24　未払金の増減額（△減少額）  153,158 △302,235  266,163

25　その他  35,405 335,200  202,854

小計  8,980 △802,799 △811,780 △1,199,686

26　利息及び配当金の受取額  1,969 68,224  3,886

27　利息の支払額  － △273  －

28　法人税等の支払額  △102,679 △49,553  △142,341

営業活動によるキャッシュ・フロー  △91,729 △784,401 △692,672 △1,338,141
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前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

対前中間期比

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18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）  増減（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

１　定期預金等の純増減額  － △27,258  －

２　預け入れ機関に拘束力のある普通預金  △146,506 －  △144,714

３　投資有価証券の売却による収入  － 56,413  －

４　有形固定資産の取得による支出  △356,479 △236,403  △474,538

５　有形固定資産の売却による収入  1,185 3,041  2,661

６　無形固定資産の取得による支出  △78,235 △58,083  △139,135

７　長期前払費用の取得による支出  △2,033 －  △5,144

８　差入敷金保証金増加による支出  △19,255 △14,316  △390,838

９　差入敷金保証金減少による収入  5,665 163,430  20,044

10　短期貸付けによる支出  － －  △285,100

11　CMSによる親会社寄託支出  － －  △12,160,000

12　CMSによる親会社寄託金回収による収入  － 227,376  －

13　貸付による支出  － △6,237  －

14　貸付の回収による収入  6,000 150,141  6,000

15　連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による

収入
 － 72,291  －

16　連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による

収入
 － 7,605  －

17　その他  4,420 27,421  56,365

投資活動によるキャッシュ・フロー  △585,238 365,423 950,661 △13,514,400
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前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

対前中間期比

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18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）  増減（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

１　短期借入による収入  － 75,000  －

２　短期借入金の返済による支出  － △5,000  －

３　その他  △27 △31  △33,313

財務活動によるキャッシュ・フロー  △27 69,968 69,996 △33,313

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △676,995 △349,009 327,985 △14,885,855

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  16,327,371 1,441,516 △14,885,855 16,327,371

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期末（期末）残高 ※１ 15,650,376 1,092,506 △14,557,869 1,441,516

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 17 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

――――――― 　当社グループは、当中間連結会計期間

において営業損失1,090百万円、中間（当

期）純損失1,708百万円を計上いたしまし

た。また、営業キャッシュ・フローにつ

きましても784百万円と継続的にマイナス

となっております。さらに、当中間連結

会計期間における現金及び現金同等物の

金額が1,092百万円となっており、前中間

連結会計期間(15,650百万円)に比べて著

しく減少しております。当該状況を総合

的に鑑みて、当社グループには継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

　当中間連結会計期間におきまして、当

社グループが確保した運転資金は、当社

保有株式、担保不動産の売却、商品在庫

圧縮等の実施により1,755百万円となりま

した。運転資金の調達に関する詳細につ

きましては、下記資金不足額の調達表を

ご覧下さい。

　このような状況から早急に脱却するた

めに、当社グループでは平成19年７月30

日公表の中期事業計画「CARCHS 

Rebuilding PLAN」（平成20年３月期から

平成22年３月期）を策定し、当該計画の

達成に向けて邁進しております。

・営業損益および営業キャッシュ・

フローへの対応

　「買取直販モデル」を推進し、原価コ

ストの削減、店舗のスクラップアンドビ

ルドを積極的に実施してまいります。ま

た、法人営業の強化、地域の新規顧客の

獲得を促進させるとともに、人材教育に

よる営業１人当たり販売台数・買取台数

の向上を実現させることで、売上高に見

合う営業損益および営業キャッシュ・フ

ローの確保を図ってまいります。　

・販売管理費の圧縮と財務強化

　当中間連結会計期間におきまして、販

売および一般管理費が増加いたしました

が、当社では引き続き費用対効果を徹底

的に見直し、経費圧縮してまいります。

また、持分法適用会社の売却につきまし

ては、平成19年10月30日付にて株式譲渡

は完了しておりますため、当社の財務強

化、安定化は一層強化されております。

詳細につきましては、40ページ「重要な

後発事象」をご覧下さい。

　当社グループは、第18期687百万円、

第19期915百万円、第20期1,878百万円

と継続して大幅な営業損失を計上して

おります。当連結会計年度においては

多額の貸倒引当金を計上したため、当

期純損失は14,414百万円にのぼりまし

た。

　また営業キャッシュ・フローにつき

ましても第18期645百万円、第19期

1,681百万円、第20期1,338百万円と継

続的に大幅なマイナスとなっておりま

す。さらに、当連結会計年度において

は、現金および現金同等物の金額が

1,441百万円となっており、前連結会計

年度末（16,327百万円）に比べて著し

く減少しております。当該状況を総合

的に鑑みて、当社グループには継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。

　このような状況から早急に脱却する

ために、当社グループでは中期事業計

画（平成20年３月期から平成22年３月

期）を策定し、当該計画の達成に向け

て邁進する所存です。

・営業損益および営業キャッシュ・フ

ローへの対応

　営業では１人当たりの生産性を重視

してまいります。営業研修部を新設し

て個人のスキルアップをはかり、全国

55ある店舗（平成19年３月末現在）よ

りスクラップ・アンド・ビルドを積極

的に行います。新たに導入した事業部

制では買取・直販体制を構築させ、社

内流通量を10,000台に増加し陸送費、

オークション仕入れ手数料の削減を強

化すること、そしてより地域に密着し

た営業、機動的なマーケティングを遂

行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化

　第20期におきましては広告宣伝費が

802百万円増加いたしましたが、費用対

効果を徹底的に検証してまいります。

本社家賃の見直し（移転含む）など経

費圧縮に努め、持分法適用会社である

株式会社オートサーバー株式の売却を

早期に実現させ、当社の財務強化、安

定に努めてまいります。

　なお、第21期の確保すべき運転資金

につきましては、当社保有株式・不動

産の売却、担保不動産の売却、および

エクイティファイナンス等の実施によ

り4,758百万円を調達してまいります。

詳細は、下記資金不足額の調達表をご

参照下さい。  
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

―――――――  （単位：百万円）
 

 項目
 資金不足額の調達

 調達時期 調達額  調達実施額

当社保有株

式売却

 平成19年

６月
 66 56

担保不動産

売却

 平成19年

７月
217 227

担保不動産

売却

 平成19年

12月
460 －

当社保有株

式売却

 平成20年

１月
 1,170  －

エクイティ

ファイナンス

等

 平成20年

１月
2,000  －

当社保有不動

産売却

 平成20年

２月
200   －

担保株式売

却

 平成19年

12月
2 －

担保株式売

却

 平成19年

９月
 209 150

担保株式売

却

 平成19年

12月
 4 －

差入保証金

返還

 平成19年

９月
80 102

商品在庫圧縮

　第１四半期
 随時 350 568

商品在庫圧縮

　第２四半期
 随時 － 562

子会社株式

売却

平成19年９

月
－ 90

 

調達金額およ

び調達実施額

の合計

4,758 1,755

　当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えております。

このため、連結財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、上記の重要な

疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。

 （単位：百万円）
 

 項目

 資金不足額の調達

 調達時期
 数量

（株）

 調達

額

当社保有

株式売却
 平成19年６月  360 66

担保不動

産売却
 平成19年７月 － 217

担保不動

産売却
 平成19年７月 － 460

当社保有

株式売却
 平成19年９月  8,848 1,170

エクイティ

ファイナンス

等

 平成19年７月 － 2,000

当社保有不動

産売却
 平成19年９月 － 200

担保株式

売却
 平成19年９月  48,800 2

担保株式

売却
 平成19年９月  280,000 209

担保株式

売却
 平成19年９月  93,440 4

差入保証

金返還
 平成19年９月 － 80

商品在庫

圧縮
 随時 － 350

  調達金額の合計 4,758

 

 当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要

な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、上

記の重要な疑義の影響を連結財務諸表

には反映しておりません。

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 子会社は全て連結しております。

連結子会社の数４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、

株式会社ジェイ・ファイナンス、Ａ

Ａフィナンシャル・システム株式会

社

子会社は全て連結しております。

連結子会社の数４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、

株式会社ジェイ・ファイナンス、株

式会社レジラ

　なお、株式会社レジラは、当中間

連結会計期間において、第三者割当

増資（デッド・エクイティ・スワッ

プ）により100％子会社化したため、

連結の範囲に含めております。

　また、ＡＡフィナンシャル・シス

テム株式会社は、当中間連結会計期

間において、当社保有株式の全部を

譲渡したため、連結の範囲から除外

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４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、

イー・ロジスティックス株式会社、

株式会社ジェイ・ファイナンス、Ａ

Ａフィナンシャル・システム株式会

社

２　持分法の適用に関する事

項

　持分法適用の関連会社の数１社

　関連会社１社（株式会社オート

サーバー）であり、持分法を適用し

ております。

　持分法適用会社のうち、中間決算

日が中間連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。

　持分法適用の関連会社の数１社

　関連会社１社（株式会社オート

サーバー）であり、持分法を適用し

ております。

　持分法適用会社のうち、中間決算

日が中間連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。

持分法適用の関連会社の数１社

　関連会社１社（株式会社オート

サーバー）であり、持分法を適用し

ております。

　持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社については、

各社の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。

３　連結子会社の中間決算日

等（決算日）に関する事

項

　連結子会社の中間決算日はすべて

中間連結決算日と同一であります。

　連結子会社の中間決算日はすべて

中間連結決算日と同一であります。

　連結子会社の決算日はすべて連結

決算日と同一であります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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たな卸資産

主として個別法による低価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①たな卸資産

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①たな卸資産

同左

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により

算定）

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

――――――

 

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基

づく時価法によっておりま

す。

（評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

定）

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

①有形固定資産

定率法によっております。

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。定期借地権契約による借

地上の構築物等については、耐

用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

３年～44年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

①有形固定資産

定率法によっております。

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。定期借地権契約による借

地上の構築物等については、耐

用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

３年～44年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

①有形固定資産

定率法によっております。

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。定期借地権契約による借

地上の構築物等については、耐

用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

３年～44年

②無形固定資産および長期前払費

用

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

②無形固定資産および長期前払費

用

同左

②無形固定資産および長期前払費

用

同左

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 21 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

る為、回収不能見込額を計上し

ております。

ａ．一般債権

貸倒実績率によっておりま

す。

ｂ．貸倒懸念債権および破産更

生債権

個別に回収可能性を勘案し、

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

①貸倒引当金

同左

(3）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

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左

③閉鎖店舗引当金

店舗閉鎖に伴う費用損失に備え

るため、今後の発生見込額を計

上しております。

　　　　―――――― ③閉鎖店舗引当金

店舗閉鎖に伴う費用損失に備え

るため、今後の発生見込額を計

上しております。

④社名変更関連費用引当金

社名変更に関連して今後発生す

ると見込まれる額を計上してお

ります。

　　　　―――――― ④社名変更関連費用引当金

社名変更に関連して今後発生す

ると見込まれる額を計上してお

ります。

⑤債務保証損失引当金

債務保証に伴う損失に備えるた

め、被保証先の損失発生見込額

を計上しております。

　　　　―――――― ⑤債務保証損失引当金

債務保証に伴う損失に備えるた

め、被保証先の損失発生見込額

を計上しております。

(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

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

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、要求払預金及び

取得日から３ケ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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短期的

な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、要求払預金及び取得日か

ら３ケ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、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

スクしか負わない短期的な投資から

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は21,193,962千円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表等規則により作成しており

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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は7,702,403千円でありま

す。

　なお、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、連結財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表等規則に

より作成しております。

――――――

 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当中間連結会計期間から、平成19年度

の法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した減価償却資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。なお、この変更によ

る当中間連結会計期間の損益に与える影

響は軽微であります。 

――――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（中間連結貸借対照表関係） 

　当中間連結会計期間より、会社の財

政状態をより詳細に表示するため、固

定負債「その他」で表示していた「預

り保証金」を区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「預

り保証金」の金額は43,709千円であり

ます。

 

 ────── （中間連結貸借対照表関係） 

　当連結会計年度より、会社の財政状

態をより詳細に表示するため、固定負

債「その他」で表示していた「預り保

証金」を区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「預り保

証金」の金額は55,459千円であります。
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,118,170千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         1,334,573千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         1,303,654千円

※２　　　　　――――― ※２　関連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）　　　　659,886千円

※２　関連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）　　　　622,708千円

※３　長期債権および長期売掛金は、財務諸

表等規則第32条第１項第10号の債権で

あります。

※３　　　　　　　同左 ※３　　　　　　　同左

　４　保証債務

ＡＡフィナンシャル・システム株式会

社のカートレードファイナンス会員の

金融機関からの借入に対する連帯保証

167,800千円

　　　　　　　――――― 　４　保証債務

ＡＡフィナンシャル・システム株式会

社のカートレードファイナンス会員の

金融機関からの借入に対する連帯保証

       176,344千円
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 797,106千円

給与手当 1,328,759千円

地代家賃 927,063千円

賞与引当金繰入額 142,434千円

広告宣伝費     895,454千円

給与手当    1,481,923千円

地代家賃    1,031,585千円

賞与引当金繰入額      168,369千円

広告宣伝費    1,813,660千円

給料手当    2,657,829千円

地代家賃    1,846,978千円

賞与引当金繰入額     154,571千円

※２　固定資産売却益 ※２　固定資産売却益 ※２　固定資産売却益

車輌運搬具 325千円 車輌運搬具    2,757千円 車両運搬具    1,490千円

※３　固定資産除却損 ※３　固定資産除却損 ※３　固定資産除却損

車輌運搬具 2,320千円

ソフトウェア 23千円

合計 2,344千円

建物付属設備  779千円

その他 521千円

合計 1,301千円

車輌運搬具      2,553千円

ソフトウェア       23千円

合計       2,576千円

※４　固定資産売却損 ※４　　　　　―――――― ※４　固定資産売却損

車輌運搬具 91千円 車輌運搬具    91千円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

※５　減損損失

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要

用途 所在地 種類
減損損失
（千円）

赤字
店舗

千葉県
柏市
石川県
金沢市
他

建物及び構築
物その他

175,298

用途 所在地 種類
減損損失
（千円）

赤字
店舗

大阪府
大阪市
北海道
札幌市他

建物及び構築
物その他

348,531

遊休 －
ソフトウェア
その他

13,489

－ － のれん 259,209

用途 所在地 種類
減損損失
（千円）

赤字
店舗

千葉県
柏市
石川県
金沢市他

建物及び構築
物その他

198,082

遊休 －
ソフトウェア
その他

109,068

   

(2）減損損失の認識に至った経緯

減損損失を認識した資産は収益性及び

評価額が帳簿価額に比べて著しく低下

したことにより、減損の兆候が認めら

れましたので、帳簿価額を回収可能価

額まで減額しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　　　　同左

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　　　　同左

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額

建物及び構築物 167,252千円

無形固定資産 4,546千円

建物及び構築物        239,999千円

無形固定資産      13,489千円

のれん 259,209千円

その他        108,531千円

建物及び構築物        192,339千円

無形固定資産        109,068千円

その他        5,743千円

   

(4）資産のグルーピングの方法

当社グループは内部管理上の事業所等

を単位として資産のグルーピングを行っ

ております。ただし、賃貸不動産に関

する資産及び遊休資産については個別

にグルーピングを行い、提出会社の本

社管理部門に係る資産等は共用資産と

しており、合理的な方法で事業所等を

単位としたグループに配分しておりま

す。

(4）資産のグルーピングの方法

　　　　　　同左

 (4）資産のグルーピングの方法

　　　　　　同左

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値及び正味売却

価額を用いており、使用価値算定にお

いては将来キャッシュフローを５％で

割引いて算定しており、正味売却価額

の算定に当たっては主に不動産鑑定額

等を使用しております。

(5）回収可能価額の算定方法

　　　　　　同左

(5）回収可能価額の算定方法

　　　　　　同左
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

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 235,987,091 － － 235,987,091

合計 235,987,091 － － 235,987,091

自己株式

普通株式 12,081 240 － 12,321

合計 12,081 240 － 12,321

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加240株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

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17年新株予約権 普通株式 25,149,000 － － 25,149,000 33,272

ストック・オプションと

しての新株予約権
 7,981,000 － 662,500 7,318,500 －

合計 － 33,130,000 － 662,500 32,467,500 33,272

　（注）１.上記の新株予約権のうち行使可能なものは、25,149千株であります。

　　　　２.上記のストック・オプションとしての新株予約権の減少は、退職によるものであります。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

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 235,987,091 － － 235,987,091

合計 235,987,091 － － 235,987,091

自己株式

普通株式 12,401 48 － 12,449

合計 12,401 48 － 12,449

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加48株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

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）

ストック・オプションと

しての新株予約権
 6,505,000 － 680,500 5,824,500 －

合計 － 6,505,000 － 680,500 5,824,500 －

　（注）１.上記のストック・オプションとしての新株予約権の減少は、退職によるものであります。
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前連結会計年度（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 235,987,091 － － 235,987,091

合計 235,987,091 － － 235,987,091

自己株式

普通株式 12,081 320 － 12,401

合計 12,081 320 － 12,401

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加320株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

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

（親会社）
平成17年新株予約権 普通株式 25,149,000 － 25,149,000 － －

 ストック・オプションと

しての新株予約権
－ 7,981,000 － 1,476,000 6,505,000 －

合計 － 33,130,000 － 26,625,000 6,505,000 －

　（注）１.上記のストック・オプションとしての新株予約権の減少は、退職によるものであります。

　　　　２.上記のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金および現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表掲記されている科目の金額

との関係

現金および預金勘定 15,796,882千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金等
△146,506千円

現金および現金同等物 15,650,376千円

現金および預金勘定      1,092,506千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金等
　      －

現金および現金同等物      1,092,506千円

現金および預金勘定     1,586,230千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金
△144,714千円

現金および現金同等物     1,441,516千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　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

ス取引に係わる注記

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

額および中間期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係わる注記

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

額および中間期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係わる注記

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

額および期末残高相当額

有形固

定資産

(その他)

無形固

定資産

(その他)

合計

取得価額

相当額

千円

138,458

千円

3,482

千円

141,940

減価償却

累計額

相当額

千円

90,363

千円

3,076

千円

93,440

減損損失

累計額

相当額

千円

8,980

千円

－

千円

8,980

中間期末

残高

相当額

千円

39,113

千円

406

千円

39,520

有形固

定資産

(その他)

無形固

定資産

(その他)

合計

取得価額

相当額

千円

129,113

千円

3,482

千円

132,596

減価償却

累計額

相当額

千円

108,269

千円

3,482

千円

111,752

減損損失

累計額

相当額

千円

8,980

千円

－

千円

8,980

中間期末

残高

相当額

千円

11,863

千円

－

千円

11,863

有形固

定資産

(その他)

無形固

定資産

(その他)

合計

取得価額

相当額

千円

179,868

千円

3,482

千円

183,350

減価償却

累計額

相当額

千円

125,903

千円

3,424

千円

129,327

減損損失

累計額

相当額

千円

8,980

千円

－

千円

8,980

期末残高

残高

相当額

千円

44,984

千円

58

千円

45,042

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 28,435千円

１年超 24,167千円

合計 52,602千円

リース資産減損勘定の残高 3,736千円

１年以内 22,100千円

１年超    10,748千円

合計    32,849千円

リース資産減損勘定の残高     412千円

１年以内  34,765千円

１年超 19,478千円

合計  54,243千円

リース資産減損勘定の残高      2,074千円

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

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

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

支払リース料 15,939千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,994千円

減価償却費相当額 13,914千円

支払利息相当額 1,535千円

支払リース料 14,325千円

リース資産減損勘定の取崩額    1,662千円

減価償却費相当額   12,480千円

支払利息相当額      802千円

支払リース料   38,544千円

リース資産減損勘定の取崩額   13,656千円

減価償却費相当額 34,233千円

支払利息相当額    2,686千円

④　減価償却費相当額および利息相当額の

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　減価償却費相当額および利息相当額の

算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額および利息相当額の

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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（有価証券関係）

前中間連結会計期間（平成18年９月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 10,400 88,920 78,520

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 10,400 88,920 78,520

２　時価評価されていない主な有価証券

内容
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券

非上場株式 56,369

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていないものについて、486千円の減損処理を

行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。

当中間連結会計期間（平成19年９月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

　　当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価のあるものはありません。

２　時価評価されていない主な有価証券

内容
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券

非上場株式 56,369

　（注）　当中間連結会計期間において、減損処理の対象となったものはありません。

　　　　　なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。
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前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券    

①　株式 10,400 72,000 61,600

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 10,400 72,000 61,600

２　時価評価されていない主な有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式 56,369

　（注）　当連結会計期間において、486千円の減損処理を行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月1日

　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）において、該当事項はありません。
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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

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自動車関連
事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
18,224,081 62,659 168,008 18,454,750 ― 18,454,750

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,732 240 194,354 196,326 △196,326 ―

計 18,225,813 62,899 362,362 18,651,076 △196,326 18,454,750

営業費用 18,864,483 14,146 377,042 19,255,672 △195,141 19,060,530

営業利益又は営業損失

（△）
△638,669 48,753 △14,679 △604,596 △1,186 △605,780

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
自動車関連
事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他関連
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 20,644,295 63,280 194,455 20,902,032 － 20,902,032

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,743 120 241,880 243,744 △243,744 －

計 20,646,039 63,400 436,336 21,145,776 △243,744 20,902,032

営業費用 21,768,187 14,905 451,720 22,234,814 △242,016 21,992,797

営業利益又は営業損失（△） △1,122,148 48,494 △15,384 △1,089,038 △1,728 △1,090,765

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
自動車関連
事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他関連
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 36,091,475 126,119 360,738 36,578,333 － 36,578,333

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,869 480 395,118 401,467 △401,467 －

計 36,097,344 126,599 755,856 36,979,801 △401,467 36,578,333

営業費用 38,054,848 30,182 768,239 38,853,270 △396,585 38,456,685

営業利益又は営業損失（△） △1,957,503 96,417 △12,382 △1,873,470 △4,883 △1,878,352

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 8,384,515 － 264,620 8,649,136 1,566,567 10,215,703

減価償却費 289,355 － 32,113 321,468 － 321,468

減損損失 307,151 － － 307,151 － 307,151

資本的支出 430,570 － 34,052 464,623 － 464,623

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４　資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、現金及び預金1,195,352千円、投資有

価証券128,369千円であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または、地域に所在す

る連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はあ

りません。

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 38 －



（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 89.82円      26,45円      32.64円

１株当たり中間（当期）純

損失
3.95円     7.24円      61.08円

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

当たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失

である為、記載しておりま

せん。

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失

である為、記載しておりま

せん。

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失

である為、記載しておりま

せん。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 932,934 1,708,698 14,414,418

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）純損失

（千円）
932,934 1,708,698 14,414,418

期中平均株式数（千株） 235,974 235,974 235,974
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．公開買付けの賛同

　当社は平成18年12月１日開催の取締役会

において、株式会社ソリッドアコースティッ

クス（以下、「公開買付者」）による当社

株式の公開買付け（以下、「本公開買付

け」）について賛同の意を表明することを

決議いたしました。

①公開買付者の概要

商号
株式会社ソリッドアコース

ティックス

主な事業内容

投資事業、事業育成（イン

キュベーション）事業、及

び子会社管理（ビジネスマ

ネジメント）事業

設立年月日 平成13年12月４日

本店所在地
東京都港区芝一丁目11番11

号　住友不動産芝ビル1階

代表者 代表取締役　江川　賢紀

資本金 18億1,800万円

大株主構成及

び持株比率

有限会社ＫＧホールディン

グス　90.42％

江川　賢紀　9.58％

当社との関係
資本関係、人的関係及び取

引関係はございません。

②当該公開買付けに関する意見の内容及び

理由

　当社の取締役会は、公開買付者が本公開

買付けを実施することについて、以下の理

由をもって賛同の意を表明するものであり

ます。

　当社は、中古自動車の買取直販をコアビ

ジネスとして事業展開を行っておりますが、

親会社である株式会社ライブドア（以下、

「ライブドア社」）の不祥事に起因し、営

業への影響や信頼の失墜等当社が本来持っ

ているポテンシャルを存分に発揮すること

が厳しい状況におかれており、さらに、両

社を取り巻く環境が大きく変化し、当初予

定されていたシナジー効果が見込めなくなっ

たため、ライブドア社との資本・業務提携

解消に向けて鋭意交渉を進めてまいりまし

た。この状況を当社自身で打開す

るため、独自の「カーチスブランド」構築

による営業戦略、信頼回復、収益基盤の確

立等の実現に向けて邁進してまいりました。

１. 親会社等の異動について

　平成19年10月15日、当社は、株主名簿管

理人より平成19年9月30日現在の当社株主名

簿を受理いたしましたが、同名簿では、株

式会社ソリッドアコースティックス（以下、

「ＳＡ社」という。）の当社所有株式数が

減少しており、議決権の比率が過半数に満

たしていなかったことなどから、ＳＡ社に

対して所有状況の事実確認の要請をしてい

たところ、10月19日までにＳＡ社から、①

ＳＡ社がリーマン・ブラザーズ証券株式会

社（以下，「ＬＢ社」といいます。）に担

保提供していたＳＡ社に所有権のある当社

株式については、ＬＢ社の担保権実行によ

りＬＢ社が一部売却（6,911,000株）してお

り、また②ＳＡ社が別途所有していた当社

株式（12,200,000株）については、従前か

らＳＡ社がＬＢ社以外に借入の担保として

借入先に提供され、期限の利益を喪失し、

ＳＡ社に返還されないことが確認されたこ

とにより、平成19年９月30日現在のＳＡ社

の当社所有株式数は、ＬＢ社への担保提供

分のみで、115,028,800株（議決権比率

48.74%) である旨の回答がありました。

　これに伴い当社は、ＳＡ社が財務諸表等

規則第８条第３項に規定する「親会社」に

該当するかどうかにつき協議したところ、

「親会社」に該当しないと判断するに至り

ました。また、ＳＡ社も10月18日および19

日開催の取締役会において、当社はＳＡ社

の「子会社」に該当しない旨の決議に至っ

たと報告を受けました。

　従いまして、ＳＡ社は当社の「親会社」

から「その他の関係会社」に変更すること

になりました。

 

２. 持分法適用会社株式の異動（譲渡）に

ついて  

　平成19年10月22日開催の取締役会におい

て、当社の持分法適用会社である株式会社

オートサーバー(以下、「ＡＳ社」とい

う。)の当社保有株式の全部を、平成19年10

月30日付でＡＢＳ１号投資事業組合（以下、

「ＡＢＳ組合」といいます。)に譲渡するこ

とを決議いたしました。

 

１．親会社が運営するＣＭＳ口座について

　当社の親会社である株式会社ソリッドアコー

スティックスが運営するＣＭＳ口座に当社が

寄託した資産120億円は、親会社がリーマン・

ブラザーズ証券株式会社（以下、「ＬＢ社」

といいます。）との間の金銭消費貸借契約（以

下、「本件債務」といいます。）に基

づき、自己担保として預託（以下、「預託担

保」といいます。）しておりましたが、ＬＢ

社は、平成19年６月５日、親会社が本件債務

の期限の利益を喪失したとして預託担保を本

件債務の弁済に充当いたしました。これを受

け当社は、親会社とのＣＭＳに関する契約を

破棄し、準消費貸借契約を締結、親会社の資

産を当社へ追加差入れ、債務の弁済に充当す

る旨を親会社に申請することを平成19年６月

６日開催の取締役会で決議いたしました。 

 

２．持分法適用会社株式の売却について

　株式会社オートサーバー株式について、平

成19年５月31日開催の取締役会において当社

所有の全株式を売却する旨決議いたしました。

第21期上期中（平成19年９月30日まで）に、

売却を行います。

 

３．運転資金対応について

　当社は、平成19年６月８日開催の取締役会

にて、当社保有株式の売却、不動産の売却お

よびエクイティファイナンス等の実施等,第21

期中に40億円超の資金を調達することを決議

いたしました。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　今回の本公開買付けの公開買付者は、「イ

ンベストメント＆インキュベーションカン

パニー」を標榜し、多様化した様々な製品

やサービスを構築することを事業戦略と位

置付けております。公開買付者の企業理念

である「価値あるエンタテインメントの創

造」として産まれ変わる可能性がある法人

に対して、投資及び事業のインキュベーショ

ンを実施することで、「価値あるエ

ンタテインメントの創造」を実現していき

たいとの考えがありました。この理念をも

とに、公開買付者が当社のコアビジネスモ

デルに共感し、永続的な支援の中で両社が

有する経営資源をフルに活用し、シナジー

効果が見込めると両社が判断いたしました。

具体的には、当社の重要な課題である収益

基盤の強化策に関して、ブランドビジネス

の強化や新たな集客方法、店舗展開などの

営業施策等販路拡大に繋がると確信してお

ります。さらには、公開買付者の既存事業

及び顧客に対しての営業的なアプローチの

実施等収益力強化にも効果が見込めると考

えます。

　当社は原点に立ち戻り、公開買付者との

シナジー効果を存分に発揮し、事業運営の

効率化、経営体制の一層の強化を早急に進

めるために本公開買付けについて賛同いた

しました。ライブドア社は、保有の当社株

式（120,353,600株）の全部を本公開買付

けに応募すること、新株予約権（17,604個）

については本公開買付け終了前には権

利行使しないこと、また、本公開買付け終

了後、最初に開催される臨時株主総会にお

いて、ライブドア社から派遣されている取

締役を退任させることについて公開買付者

との間で合意しております。なお、その他

発行の新株予約権（7,545個）につきまして

も割当者と当社の間で本公開買付け終了前

には権利行使しないことを合意しておりま

す。

　※当該新株予約権17,604個及び7,545個に

つきましては、本公開買付け成立後当社が

取得し消却する予定であります。

①異動の理由

　平成19年９月27日公表の「持分法適用会

社の異動（譲渡）に関するお知らせ」のと

おり、当社では、持分法適用会社である株

式会社オートサーバーの株式譲渡につき、

より経済合理的な株式譲渡手続きを進める

べく検討を重ねてまいりましたところ、平

成19年10月17日、ＡＢＳ組合からの意向表

明書を取得したことに伴い、譲渡条件につ

きＡＢＳ組合と交渉いたしました結果、双

方合意に至ったことから、この度株式譲渡

を決議するに至ったものであります。また、

平成19年10月22日開催のＡＳ社取締役会に

おいて、ＡＢＳ組合への株式譲渡につき承

認する旨の決議に至ったと報告を受けまし

た。

②譲渡する持分法適用会社の概要

商号 株式会社オートサーバー

代表者 荻原　外志仁

所在地
愛知県豊橋市下地町字操穴

１９番地

設立日 平成９年６月11日

事業の内容

インターネット等を利用し

た中古車流通業並びに情報

提供業務

決算期 ５月

従業員数 ４４人

資本金の額 ４億2,476万円

発行済株式数 28,640株

 なお、平成19年10月30日を以って株式譲渡

は完了しております。  

 

 ――――――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　　　　――――――――

 

 ３. 和解による訴訟の解決について 

 本訴訟は、当社が吸収合併した子会社が保

有していた金銭消費貸借契約に基づく貸付

金債権400百万円(以下、「本件債権」とい

う。) の弁済が期日を経過しても履行され

なかったことから、平成17年2月17日に東京

地方裁判所において債務者 (以下、「被告

ら」という。) に対して訴訟提起したもの

であり、本件債権を回収すべく係争を続け

てまいりましたが、本件債権を回収するた

めに訴訟を継続することの経済的合理性を

鑑み、平成19年10月11日、裁判上の和解に

より終結させることといたしました。

 

４. 株式会社ケン・エンタープライズの当

社株式に対する公開買付について  

　当社は、平成19年10月31日、株式会社ケ

ン・エンタープライズ (以下、「公開買付

者」という。)より、当社株式113,273,804

株( 買付等を行った後における株券等所有

割合は48.00% )を取得の下限と設定し、株

式157,100,000株( 買付等を行った後におけ

る株券等所有割合は66.58% )を取得の上限

と設定した公開買付する意向を受けており

ます。

　①買付等の期間：平成19年10月31日(水)

　　　　　　　　　から平成19年12月12日

　　　　　　　　　(水)まで　(30営業日)

　②買付等の価格：株式1株につき金26円

　本公開買付につきましては、当社に対し

て事前の通知等はなく、公告以外の情報は

把握しておりません。当社では、本公開買

付に対する意見表明につきましては、事実

関係を確認し把握するとともに、本公開買

付の内容を十分に精査のうえ判断してまい

ります。

 

　　　　　――――――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　　　　―――――――― ５. 住友不動産株式会社からの建物明渡請

求訴訟の和解について 

　当社は現在本社屋として、当社の親会社

等である株式会社ソリッドアコースティッ

クス (以下、「ＳＡ社」という。) が住友

不動産株式会社 (以下、「住友不動産」と

いう。) との賃貸借契約に基づき賃借して

いる建物の貸室の一部を転借する形で入居

しておりますが、ＳＡ社が賃料等を滞納し

たことを理由に住友不動産から貸室明渡し

を請求する訴訟を提起されておりました（Ｓ

Ａ社に対しては損害賠償請求を含む）この

度当社と、ＳＡ社およびその子会社9社と住

友不動産との間で和解が成立いたしまし

た。

　なお、当社は平成19年11月１日付で、住

友不動産と直接、賃貸借契約を締結してお

ります。

 

　　　　　――――――――
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期

比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 (千円)

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  15,419,522   960,037    1,195,352   

２　受取手形  13,456   1,005    7,141   

３　売掛金  707,507   1,041,288    869,470   

４　たな卸資産  3,350,138   3,432,090    3,712,660   

５　その他  321,361   263,805    314,658   

貸倒引当金  △4,312   －    △100   

流動資産合計   19,807,673 83.1  5,698,227 62.7 △14,109,445  6,099,183 57.5

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物  457,165   334,538    429,187   

(2）土地  232,200   232,200    232,200   

(3）その他  463,225   227,435    439,834   

有形固定資産
合計

 1,152,590   794,174   △358,416 1,101,221   

２　無形固定資産  40,520   1,953   △38,566 2,343   

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 1,646,289   1,467,397    1,629,369   

(2）差入敷金保
証金

 866,099   1,010,331    1,168,835   

(3）長期債権 ※２ 20,346,317   20,152,996    20,340,668   

(4）長期売掛金 ※２ 505,725   518,489    518,489   

(5）CMSによる
親会社寄託
金

 －   11,932,623    12,160,000   

(6）その他  74,907   32,578    318,608   

貸倒引当金  △20,617,095   △32,520,857    △32,731,244   

投資その他の
資産合計

 2,822,243   2,593,560   △228,683 3,404,726   

固定資産合計   4,015,354 16.9  3,389,687 37.3 △625,667  4,508,291 42.5

資産合計   23,823,028 100.0  9,087,914 100.0 △14,735,113  10,607,474 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期

比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 (千円)

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  319,276   650,639    467,584   

２　短期借入金  －   100,000    －   

３　未払金  937,368   760,451    1,137,632   

４　前受金  108,513   294,920    202,984   

５　未払法人税等  49,371   57,087    72,870   

６　賞与引当金  142,000   161,000    151,000   

７　閉鎖店舗引当
金

 56,484   －    11,397   

８　社名変更関連
費用引当金

 109,874   －    －   

９　その他 ※３ 210,045   274,314    220,403   

流動負債合計   1,932,934 8.1  2,298,414 25.3 365,479  2,263,873 21.4

Ⅱ　固定負債            

１　預り保証金  21,907   20,362    20,362   

２　長期未払金  19,680   －    9,840   

３　リース資産減
損勘定

 3,736   412    2,074   

４　繰延税金負債  31,800   －    24,948   

固定負債合計   77,124 0.3  20,774 0.2 △56,349  57,224 0.5

負債合計   2,010,058 8.4  2,319,188 25.5 309,130  2,321,098 21.9
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期

比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 (千円)

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   14,447,805 60.6  14,447,805 159.0 －  14,447,805 136.2

２　資本剰余金            

（1）資本準備金  3,611,951   3,611,951    3,611,951   

（2）その他資本
剰余金

 3,943,751   3,943,751    3,943,751   

資本剰余金合計   7,555,702 31.7  7,555,702 83.1 －  7,555,702 71.2

３　利益剰余金            

（1）その他利益
剰余金

           

別途積立金  644,669   644,669    644,669   

繰越利益剰
余金

 △913,219   △15,877,463    △14,396,465   

利益剰余金合計   △268,550 △1.1  △15,232,793 △167.6 △14,964,243  △13,751,796 △129.6

４　自己株式   △1,979 △0.0  △1,988 △0.0   △1,987 △0.0

株主資本合計   21,732,977 91.2  6,768,725 74.5 △14,964,252  8,249,724 77.8

Ⅱ　評価・換算　差
額等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  46,719 0.2  － 0.0   36,652 0.3

評価・換算差額
等合計

  46,719 0.2  － 0.0 △46,719  36,652 0.3

Ⅲ　新株予約権   33,272 0.2  － 0.0 △33,272  － 0.0

純資産合計   21,812,969 91.6  6,768,725 74.5 △15,044,243  8,286,376 78.1

負債純資産合計   23,823,028 100.0  9,087,914 100.0 △14,735,113  10,607,474 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減
 (千円)

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   18,288,713 100.0  20,709,439 100.0 2,420,726  36,223,944 100.0

Ⅱ　売上原価   14,765,478 80.7  16,914,178 81.7 2,148,700  29,448,904 81.3

売上総利益   3,523,235 19.3  3,795,261 18.3 272,025  6,775,039 18.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  4,113,151 22.5  4,868,915 23.5 755,764  8,636,126 23.8

営業損失   589,915 △3.2  1,073,653 △5.2 483,738  1,861,086 △5.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,821 0.0  11,571 0.1 △250  94,577 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,178 0.0  12,484 0.1 9,306  10,096 0.0

経常損失   581,272 △3.2  1,074,567 △5.2 493,294  1,776,605 △4.9

Ⅵ　特別利益 ※３  23,592 0.1  266,316 1.3 242,724  23,919 0.1

Ⅶ　特別損失 ※4.6  332,659 1.8  647,613 3.1 314,954  12,596,439 34.8

税引前中間
(当期)純損失

  890,339 △4.9  1,455,864 △7.0 565,524  14,349,126 △39.6

法人税・住民
税及び事業税

  22,880 0.1  25,132 0.2   47,339 0.1

中間(当期)純
損失

  913,219 △5.0  1,480,997 △7.2 567,777  14,396,465 △39.7
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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
その他資本
剰余金

資本剰余金合
計

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３月31日　残高

（千円）
14,447,805 12,362,024 － 12,362,024 644,669 △4,806,321 △4,161,652 △1,955 22,646,221

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩  △8,750,073 3,943,751 △4,806,321  4,806,321 4,806,321  －

中間純損失      △913,219 △913,219  △913,219

自己株式の取得        △24 △24

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）

－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － 3,893,102 3,893,102 △24 △913,243

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △913,219 △268,550 △1,979 21,732,977

評価・換算差額等

新株予約権 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）
66,425 66,425 33,272 22,745,919

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩    －

中間純損失    △913,219

自己株式の取得    △24

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△19,706 △19,706 － △19,706

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△19,706 △19,706 － △932,950

平成18年９月30日　残高

（千円）
46,719 46,719 33,272 21,812,969
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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
その他資本
剰余金

資本剰余金合
計

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19年３月31日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △14,396,465 △13,751,796 △1,987 8,249,724

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩         －

中間純損失      △1,480,997 △1,480,997  △1,480,997

自己株式の取得        0 0

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）

－ － － － － △1,480,997 △1,480,997 0 △1,480,998

平成19年９月30日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △15,877,463 △15,232,793 △1,988 6,768,725

評価・換算差額等

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19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 8,286,376

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩   －

中間純損失   △1,480,997

自己株式の取得   0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△36,652 △36,652 △36,652

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△36,652 △36,652 △1,517,650

平成19年９月30日　残高

（千円）
－ － 6,768,725
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前事業年度（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

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

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3月31日　残高
（千円）

14,447,805 12,362,024 － 12,362,024 644,669 △4,806,321 △4,161,652 △1,955 22,646,221

事業年度中の変動額       

 資本準備金の取崩 △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 4,806,321 4,806,321 －

当期純損失      △14,396,465 △14,396,465  △14,396,465

自己株式の取得        △31 △31

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）

－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － △9,590,143 △9,590,143 △31 △14,396,497

平成19年3月31日　残高
（千円）

14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △14,396,465 △13,751,796 △1,987 8,249,724

評価・換算差額等

新株予約権 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）

66,425 66,425 33,272 22,745,919

事業年度中の変動額   

資本準備金の取崩    －

当期純損失    △14,396,465

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

事業年度中の変動額合計
（千円）

△29,773 △29,773 △33,272 △14,459,543

平成19年3月31日　残高
（千円）

36,652 36,652 － 8,286,376

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 50 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
 （自　平成19年４月１日
   至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

――――――― 　当社は、当中間会計期間において営業

損失1,073百万円、中間（当期）純損失

1,480百万円を計上いたしました。また、

当中間会計期間における現金及び現金同

等物の金額が960百万円となっており、前

中間会計期間(15,419百万円)に比べて著

しく減少しております。当該状況を総合

的に鑑みて、当社には継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

　当中間会計期間におきまして、当社が

確保した運転資金は、当社保有株式、担

保不動産の売却、商品在庫圧縮,子会社株

式売却等の実施により1,915百万円となり

ました。当期の資金収支の予想および運

転資金の調達に関する詳細につきまして

は、下記資金繰り総括表をご参照下さい。

　このような状況から早急に脱却するた

めに、当社では平成19年７月30日公表の

中期事業計画「CARCHS Rebuilding 

PLAN」（平成20年３月期から平成22年３

月期）を策定し、当該計画の達成に向け

て邁進しております。　

・営業損益および営業キャッシュ・フロー

への対応

　「買取直販モデル」を推進し、原価コ

ストの削減、店舗のスクラップアンドビ

ルドを積極的に実施してまいります。ま

た、法人営業の強化、地域の新規顧客の

獲得を促進させるとともに、人材教育に

よる営業１人当たり販売台数・買取台数

の向上を実現させることで、売上高に見

合う営業損益および営業キャッシュ・フ

ローの確保を図ってまいります。 

・販売管理費の圧縮と財務強化

　第21期中間期におきまして、販売およ

び一般管理費が増加いたしましたが,当社

では引き続き費用対効果を徹底的に見直

し、経費圧縮してまいります。また、持

分法適用会社の売却につきましては、平

成19年10月30日付にて株式譲渡は完了し

ておりますため、当社の財務強化、安定

化は一層強化されております。詳細につ

きましては、62ページ「重要な後発事象」

をご覧下さい。　

　当社は、第18期590百万円、第19期

918百万円、第20期1,861百万円と継続

して大幅な営業損失を計上しておりま

す。当事業年度においては多額の貸倒

引当金を計上したため、当期純損失は

14,396百万円にのぼりました。

　当事業年度においては、現金および

現金同等物の金額（1,195百万円）が前

事業年度末（15,963百万円）に比べて

著しく減少しております。当該状況を

総合的に鑑みて、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

　このような状況から早急に脱却する

ために、当社では中期事業計画（平成

20年３月期から平成22年３月期）を策

定し、当該計画の達成に向けて邁進す

る所存です。

・営業損益および営業キャッシュ・フ

ローへの対応

　営業では１人当たりの生産性を重視

してまいります。営業研修部を新設し

て個人のスキルアップをはかり、全国

55ある店舗（平成19年３月末現在）よ

りスクラップ・アンド・ビルドを積極

的に行います。新たに導入した事業部

制では買取・直販体制を構築させ、社

内流通量を10,000台に増加し陸送費、

オークション仕入れ手数料の削減を強

化すること、そしてより地域に密着し

た営業、機動的なマーケティングを遂

行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化

　第20期におきましては広告宣伝費が

802百万円増加いたしましたが、費用対

効果を徹底的に検証してまいります。

本社家賃の見直し（移転含む）など経

費圧縮に努め、持分法適用会社である

株式会社オートサーバー株式の売却を

早期に実現させ、当社の財務強化、安

定に努めてまいります。

  なお、第21期の資金収支の予想、お

よび今後確保すべき運転資金につきま

しては、子会社からの借入、当社保有

株式・不動産の売却、担保不動産の売

却、およびエクイティファイナンス等

の実施により4,918百万円を調達してま

いります。詳細は、下記資金繰り総括

表をご参照下さい。 
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
 （自　平成19年４月１日
   至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

―――――――  第21期資金繰り総括表

  　　　　自　平成19年４月１日

　　　　　至　平成20年３月31日

 （単位：百万円）

 項目 
第21期収支予想額 

収入 支出  差引

 前期繰越   1,195

 経常収支 39,142 41,640 △2,498

 投資等収支 2 800 △798

 財務収支 ― 410 △410

 当期資金不足額   △2,511

     

 項目

 資金不足額の調達

 調達時期 調達額
調達実施

額

当社保有株式

売却

 平成19年６

月
66 56

子会社から借

入

 平成19年６

月
100 100

担保不動産売

却

 平成19年８

月
217 227

担保不動産売

却

 平成19年

12月
460  －

貸付金回収
 平成19年９

月
60 60

当社保有株式

売却

 平成20年１

月
1,170  －

エクイティファ

イナンス等

 平成20年１

月
2,000  －

当社保有不動

産売却

 平成20年２

月
200  －

担保株式売却
 平成19年

12月
2  －

担保株式売却
 平成19年８

月
209 150

担保株式売却
 平成19年

12月
4  －

差入保証金返

還

 平成19年９

月
80 102

商品在庫圧縮　

第１四半期
 随時 350 568

商品在庫圧縮　

第２四半期
 随時 － 562

子会社株式売

却

 平成19年９

月
－ 90

 

調達金額お

よび調達実

施額の合計

4,918 1,915

　当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えております。

このため、財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記の重要な疑義

の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。

第21期資金繰り総括表

 自　平成19年４月１日

 至　平成20年３月31日

 （単位：百万円）

 項目 
第21期収支予想額 

収入 支出  差引

 前期繰越   1,195

 経常収支 39,142
41,6

40
△2,498

 投資等収支 2 800 △798

 財務収支 ― 410 △410

 当期資金不足額   △2,511

     

 項目

 資金不足額の調達

 調達時期
 数量

（株）
 調達額

当社保有株式

売却

 平成19年６

月
 360 66

子会社から借

入

 平成19年６

月
 100

担保不動産売

却

 平成19年７

月
 217

担保不動産売

却

 平成19年７

月
 460

貸付金回収
 平成19年７

月
 60

当社保有株式

売却

 平成19年９

月
 8,848 1,170

エクイティファ

イナンス等

 平成19年７

月
 2,000

当社保有不動

産売却

 平成19年９

月
 200

担保株式売却
 平成19年９

月
 48,800 2

担保株式売却
 平成19年９

月

 

280,000
209

担保株式売却
 平成19年９

月
 93,440 4

差入保証金返

還

 平成19年９

月
 80

商品在庫圧縮  随時  350

  調達金額の合計 4,918

 当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要

な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、上記の

重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法

（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式および関連会社株式

同左

子会社株式および関連会社株式

同左

(2）たな卸資産

個別法による低価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

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。

定期借地権の契約による借地上

の構築物等については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残

存価額を零とした定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　３年～44年

構築物　　　３年～15年

機械装置　　13年

車両運搬具　４年～６年

器具備品　　３年～10年

(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。

定期借地権の契約による借地上

の構築物等については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残

存価額を零とした定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　３年～44年

構築物　　　３年～15年

機械装置　　13年

車両運搬具　４年～６年

器具備品　　３年～10年

(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。

定期借地権の契約による借地上

の構築物等については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残

存価額を零とした定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　３年～44年

構築物　　　３年～15年

機械装置　　13年

車両運搬具　４年～６年

器具備品　　３年～10年

(2）無形固定資産

定額法

ただしソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３　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、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

一般債権

貸倒実績率によっております。

  

貸倒懸念債権および破産更生債

権

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。

  

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）閉鎖店舗引当金

店舗閉鎖に伴う損失発生見込額

を計上しております。

　　    ――――――― (3）閉鎖店舗引当金

店舗閉鎖に伴う損失発生見込額

を計上しております。

(4）社名変更関連費用引当金

社名変更に関連して、今後発生

すると見込まれる額を計上して

おります。

　　    ――――――― (4）社名変更関連費用引当金

社名変更に関連して、今後発生

すると見込まれる額を計上して

おります。

４　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

５　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は21,779,697千円でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

―――――― （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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は8,286,376千円でありま

す。

　なお、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、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

―――――― （有形固定資産の減価償却方法の変更）

 当中間会計期間から、平成19年度の法人

税法の改正に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した減価償却資産については、

改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。なお、この変更による当中

間会計期間の損益に与える影響は軽微で

あります。

――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

932,332千円        1,147,792千円        1,112,844千円

※２　長期債権及び長期売掛

金について

長期債権及び長期売掛金は、財務諸

表等規則第32条第１項第10号の債権

であります。

同左 同左

※３　消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は、

相殺の上、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同左

 

同左

　４　保証債務

 

ＡＡフィナンシャル・システム株式

会社のカートレードファイナンス会

員の金融機関からの借入に対する連

帯保証

100,000千円

 ―――――― ＡＡフィナンシャル・システム株式

会社のカートレードファイナンス会

員の金融機関からの借入に対する連

帯保証

       100,000千円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益の主な内訳

受取利息

受取配当金

1,725千円

1,119千円

     2,032千円

     1,515千円

     69,159千円

      1,360千円

※２　営業外費用の主な内訳

支払利息 － 1,134千円       －

※３　特別利益の主な内訳

投資有価証券売却益

賞与引当金戻入

貸倒引当金戻入

－

         23,592千円

－

         46,016千円

         9,812千円

210,487千円

       －

         23,592千円

－

※４　特別損失の主な内訳

貸倒引当金繰入額

投資有価証券評価損

減損損失

関係会社株式評価損

154,530千円

486千円

175,298千円

－

       －

   －

       362,021千円

285,071千円

       12,286,457千円

     486千円

         307,151千円

－

　５　減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

77,440千円

12,251千円

     121,744千円

      883千円

   276,249千円

   13,105千円

※６　減損損失 (1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要

(1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要

(1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要

用途 所在地 種類
減損
損失

（千円）

赤字
店舗

千葉県
柏市
石川県
金沢市
他

建物及び
構築物
その他

175,298

用途 所在地 種類
減損
損失

（千円）

赤字
店舗

大阪府
大阪市
北海道
札幌市
他

建物及び
構築物
その他

348,531

遊休 －
ソフト
ウェア
その他

13,489

用途 所在地 種類
減損
損失

（千円）

赤字
店舗

千葉県
柏市
石川県
金沢市
他

建物及び
構築物
その他

198,082

遊休 －
ソフト
ウェア
その他

109,068

(2）減損損失の認識に至った経緯

減損損失を認識した資産は収益

性及び評価額が帳簿価額に比べ

て著しく低下したことにより、

減損の兆候が認められましたの

で、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　　　同左

(2）減損損失の認識に至った経緯

　　　　　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）減損損失の主な固定資産の種類

ごとの金額

(3）減損損失の主な固定資産の種類

ごとの金額

(3）減損損失の主な固定資産の種類

ごとの金額

建物及び構築物 167,252千円

無形固定資産 4,546千円

建物及び構築物 239,999千円

無形固定資産   13,489千円

その他  108,531千円

建物及び構築物  192,339千円

無形固定資産  109,068千円

その他  5,743千円

  　

(4）資産のグルーピングの方法

当社グループは内部管理上の事

業所等を単位として資産のグ

ルーピングを行っております。

ただし、賃貸不動産に関する資

産及び遊休資産については個別

にグルーピングを行い、提出会

社の本社管理部門に係る資産等

は共用資産としており、合理的

な方法で事業所等を単位とした

グループに配分しております。

(4）資産のグルーピングの方法

　　　　　同左

(4）資産のグルーピングの方法

　　　　　同左

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値及び正

味売却価額を用いており、使用

価値算定においては将来キャッ

シュフローを５％で割引いて算

定しており、正味売却価額の算

定に当たっては主に不動産鑑定

額等を使用しております。

(5）回収可能価額の算定方法

　　　　　同左

(5）回収可能価額の算定方法

　　　　　同左

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 58 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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 12,081 240 ― 12,321

合計 12,081 240 ― 12,321

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加240株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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 12,401 48 ― 12,449

合計 12,401 48 ― 12,449

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加48株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（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 12,081 320 ― 12,401

合計 12,081 320 ― 12,401

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加320株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

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
 

無形固

定資産
 合計

千円 千円 千円

取得価額

相当額
138,458 3,482 141,940

減価償却

累計額相

当額

90,363 3,076 93,440

減損損失

累計額相

当額

8,980 － 8,980

中間期末

残高相当

額

39,113 406 39,520

有形固

定資産
 

無形固

定資産
 合計

千円 千円 千円

取得価額

相当額
129,113 3,482 132,596

減価償却

累計額相

当額

108,269 3,482 111,752

減損損失

累計額相

当額

8,980 － 8,980

中間期末

残高相当

額

11,863 － 11,863

有形固

定資産
 

無形固

定資産
 合計

千円 千円 千円

取得価額

相当額
179,868 3,482 183,350

減価償却

累計額相

当額

125,903 3,424 129,327

減損損失

累計額相

当額

8,980 － 8,980

期末残高

相当額
44,984 58 45,042

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

額等等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 28,435千円

１年超 24,167千円

合計 52,602千円

１年以内   22,100千円

１年超  10,748千円

合計   32,849千円

１年以内  34,765千円

１年超  19,478千円

合計   54,243千円

リース資産減損勘

定の残高
3,736千円

リース資産減損勘

定の残高
     412千円

リース資産減損勘

定の残高
  2,074千円

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

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

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

支払リース料 15,939千円

リース資産減損

勘定の取崩額
11,994千円

減価償却費相当

額
13,914千円

支払利息相当額 1,535千円

支払リース料  14,325千円

リース資産減損

勘定の取崩額
 1,662千円

減価償却費相当

額
  12,480千円

支払利息相当額      802千円

支払リース料   38,544千円

リース資産減損

勘定の取崩額
  13,656千円

減価償却費相当

額
  34,233千円

支払利息相当額    2,686千円

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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（有価証券関係）

前中間会計期間（平成18年９月30日）

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。

当中間会計期間（平成19年９月30日）

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成19年３月31日）

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 92.30円      28.68円      35.12円

１株当たり中間（当

期）純損失
3.87円     6.28円      61.01円

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

たり中間純利益については、

１株当たり中間純損失である

為、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益については、

１株当たり中間純損失である

為、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失である

為、記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間(当期)純損失（千円） 913,219 1,480,997 14,396,465

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）純損失

（千円）
913,219 1,480,997 14,396,465

期中平均株式数（千株） 235,974 235,974 235,974
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．公開買付けの賛同

　当社は平成18年12月１日開催の取締役会

において、株式会社ソリッドアコースティッ

クス（以下、「公開買付者」）による当社

株式の公開買付け（以下、「本公開買付

け」）について賛同の意を表明することを

決議いたしました。

①公開買付者の概要

商号
株式会社ソリッドアコース

ティックス

主な事業内容

投資事業、事業育成（イン

キュベーション）事業、及

び子会社管理（ビジネスマ

ネジメント）事業

設立年月日 平成13年12月４日

本店所在地
東京都港区芝一丁目11番11

号　住友不動産芝ビル1階

代表者 代表取締役　江川　賢紀

資本金 18億1,800万円

大株主構成及

び持株比率

有限会社ＫＧホールディン

グス　90.42％

江川　賢紀　9.58％

当社との関係
資本関係、人的関係及び取

引関係はございません。

②当該公開買付けに関する意見の内容及び

理由

　当社の取締役会は、公開買付者が本公開

買付けを実施することについて、以下の理

由をもって賛同の意を表明するものであり

ます。

　当社は、中古自動車の買取直販をコアビ

ジネスとして事業展開を行っておりますが、

親会社である株式会社ライブドア（以下、

「ライブドア社」）の不祥事に起因し、営

業への影響や信頼の失墜等当社が本来持っ

ているポテンシャルを存分に発揮すること

が厳しい状況におかれており、さらに、両

社を取り巻く環境が大きく変化し、当初予

定されていたシナジー効果が見込めなくなっ

たため、ライブドア社との資本・業務提携

解消に向けて鋭意交渉を進めてまいりまし

た。この状況を当社自身で打開す

るため、独自の「カーチスブランド」構築

による営業戦略、信頼回復、収益基盤の確

立等の実現に向けて邁進してまいりました。

１. 親会社等の異動について

　平成19年10月15日、当社は、株主名簿管

理人より平成19年9月30日現在の当社株主名

簿を受理いたしましたが、同名簿では、株

式会社ソリッドアコースティックス（以下、

「ＳＡ社」といいます。）の当社所有株式

数が減少しており、議決権の比率が過半数

に満たしていなかったことなどから、ＳＡ

社に対して所有状況の事実確認の要請をし

ていたところ、10月19日までにＳＡ社から、

①ＳＡ社がリーマン・ブラザーズ証券株式

会社（以下、「ＬＢ社」といいます。）に

担保提供していたＳＡ社に所有権のある当

社株式については、ＬＢ社の担保権実行に

よりＬＢ社が一部売却（6,911,000株）して

おり、また②ＳＡ社が別途所有していた当

社株式（12,200,000株）については、従前

からＳＡ社がＬＢ社以外に借入の担保とし

て借入先に提供され、期限の利益を喪失し、

ＳＡ社に返還されないことが確認されたこ

とにより、平成19年９月30日現在のＳＡ社

の当社所有株式数は、ＬＢ社への担保提供

分のみで、115,028,800株（議決権比率

48.74%) である旨の回答がありました。

　これに伴い当社は、ＳＡ社が財務諸表等

規則第８条第３項に規定する「親会社」に

該当するかどうかにつき協議したところ、

「親会社」に該当しないと判断するに至り

ました。また、ＳＡ社も10月18日および19

日開催の取締役会において、当社はＳＡ社

の「子会社」に該当しない旨の決議に至っ

たと報告を受けました。

　従いまして、ＳＡ社は当社の「親会社」

から「その他の関係会社」に変更すること

になりました。

 

２. 持分法適用会社株式の異動（譲渡）に

ついて  

　平成19年10月22日開催の取締役会におい

て、当社の持分法適用会社である株式会社

オートサーバー(以下、「ＡＳ社」とい

う。)の当社保有株式の全部を、平成19年10

月30日付でＡＢＳ１号投資事業組合（以下、

「ＡＢＳ組合」といいます。)に譲渡するこ

とを決議いたしました。

１．親会社が運営するＣＭＳ口座について

　当社の親会社である株式会社ソリッドアコー

スティックスが運営するＣＭＳ口座に当社が

寄託した資産120億円は、親会社がリーマン・

ブラザーズ証券株式会社（以下、「ＬＢ社」

といいます。）との間の金銭消費貸借契約（以

下、「本件債務」といいます。）に基づき、

自己担保として預託（以下、「預託担保」と

いいます。）しておりましたが、ＬＢ社は、

平成19年６月５日、親会社が本件債務の期限

の利益を喪失したとして預託担保を本件債務

の弁済に充当いたしました。これを受け当社

は、親会社とのＣＭＳに関する契約を破棄し、

準消費貸借契約を締結、親会社の資産を当社

へ追加差入れ、債務の弁済に充当する旨を親

会社に申請することを平成19年６月６日開催

の取締役会で決議いたしました。

 

２．持分法適用会社株式の売却について

　株式会社オートサーバー株式について、平

成19年５月31日開催の取締役会において当社

所有の全株式を売却する旨決議いたしました。

第21期上期中（平成19年９月30日まで）に、

売却を行います。

 

３．運転資金対応について

　当社は、平成19年６月８日開催の取締役会

にて、当社保有株式の売却、不動産の売却お

よびエクイティファイナンス等の実施等,第21

期中に40億円超の資金を調達することを決議

いたしました。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　今回の本公開買付けの公開買付者は、「イ

ンベストメント＆インキュベーションカン

パニー」を標榜し、多様化した様々な製品

やサービスを構築することを事業戦略と位

置付けております。公開買付者の企業理念

である「価値あるエンタテインメントの創

造」として産まれ変わる可能性がある法人

に対して、投資及び事業のインキュベーショ

ンを実施することで、「価値あるエンタテ

インメントの創造」を実現していきたいと

の考えがありました。この理念をもとに、

公開買付者が当社のコアビジネスモデルに

共感し、永続的な支援の中で両社が有する

経営資源をフルに活用し、シナジー効果が

見込めると両社が判断いたしました。具体

的には、当社の重要な課題である収益基盤

の強化策に関して、ブランドビジネスの強

化や新たな集客方法、店舗展開などの営業

施策等販路拡大に繋がると確信しておりま

す。さらには、公開買付者の既存事業及び

顧客に対しての営業的なアプローチの実施

等収益力強化にも効果が見込めると考えま

す。

　当社は原点に立ち戻り、公開買付者との

シナジー効果を存分に発揮し、事業運営の

効率化、経営体制の一層の強化を早急に進

めるために本公開買付けについて賛同いた

しました。ライブドア社は、保有の当社株

式（120,353,600株）の全部を本公開買付け

に応募すること、新株予約権（17,604個）

については本公開買付け終了前には権利行

使しないこと、また、本公開買付け終了後、

最初に開催される臨時株主総会において、

ライブドア社から派遣されている取締役を

退任させることについて公開買付者との間

で合意しております。なお、その他発行の

新株予約権（7,545個）につきましても割当

者と当社の間で本公開買付け終了前には権

利行使しないことを合意しております。

　※当該新株予約権17,604個及び7,545個に

つきましては、本公開買付け成立後当社が

取得し消却する予定であります。

①異動の理由

　平成19年９月27日公表の「持分法適用会

社の異動（譲渡）に関するお知らせ」のと

おり、当社では、持分法適用会社である株

式会社オートサーバーの株式譲渡につき、

より経済合理的な株式譲渡手続きを進める

べく検討を重ねてまいりましたところ、平

成19年10月17日、ＡＢＳ組合からの意向表

明書を取得したことに伴い、譲渡条件につ

きＡＢＳ組合と交渉いたしました結果、双

方合意に至ったことから、この度株式譲渡

を決議するに至ったものであります。また、

平成19年10月22日開催のＡＳ社取締役会に

おいて、ＡＢＳ組合への株式譲渡につき承

認する旨の決議に至ったと報告を受けまし

た。

②譲渡する持分法適用会社の概要

商号 株式会社オートサーバー

代表者 荻原　外志仁

所在地
愛知県豊橋市下地町字操穴

１９番地

設立日 平成９年６月11日

事業の内容

インターネット等を利用し

た中古車流通業並びに情報

提供業務

決算期 ５月

従業員数 ４４人

資本金の額 ４億2,476万円

発行済株式数 28,640株

　なお、平成19年10月30日を以って株式譲

渡は完了しております。 

 

――――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――――――  ３. 和解による訴訟の解決について 

　本訴訟は、当社が吸収合併した子会社が

保有していた金銭消費貸借契約に基づく貸

付金債権400百万円(以下、「本件債権」と

いう。) の弁済が期日を経過しても履行さ

れなかったことから、平成17年2月17日に東

京地方裁判所において債務者 (以下、「被

告ら」という。) に対して訴訟提起したも

のであり、本件債権を回収すべく係争を続

けてまいりましたが、本件債権を回収する

ために訴訟を継続することの経済的合理性

を鑑み、平成19年10月11日、裁判上の和解

により終結させることといたしました。

 

４. 株式会社ケン・エンタープライズの当

社株式に対する公開買付について 

　当社は、平成19年10月31日、株式会社ケ

ン・エンタープライズ (以下、「公開買付

者」という。)より、当社株式113,273,804

株( 買付等を行った後における株券等所有

割合は48.00% )を取得の下限と設定し、株

式157,100,000株( 買付等を行った後におけ

る株券等所有割合は66.58% )を取得の上限

と設定した公開買付する意向を受けており

ます。

　①買付等の期間：平成19年10月31日(水)

　　　　　　　　　から平成19年12月12日

　　　　　　　　　(水)まで　(30営業日)

　②買付等の価格：株式1株につき金26円　

　

　本公開買付につきましては、当社に対し

て事前の通知等はなく、公告以外の情報は

把握しておりません。当社では、本公開買

付に対する意見表明につきましては、事実

関係を確認し把握するとともに、本公開買

付の内容を十分に精査のうえ判断してまい

ります。

 

――――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――――――  ５. 住友不動産株式会社からの建物明渡請

求訴訟の和解について 

　当社は現在本社屋として、当社の親会社

等である株式会社ソリッドアコースティッ

クス (以下、「ＳＡ社」という。) が住友

不動産株式会社 (以下、「住友不動産」と

いう。) との賃貸借契約に基づき賃借して

いる建物の貸室の一部を転借する形で入居

しておりますが、ＳＡ社が賃料等を滞納し

たことを理由に住友不動産から貸室明渡し

を請求する訴訟を提起されておりました。

（ＳＡ社に対しては損害賠償請求を含む）

この度当社と、ＳＡ社およびその子会社9社

と住友不動産との間で和解が成立いたしま

した。

　なお、当社は平成19年11月１日付で、住

友不動産と直接、賃貸借契約を締結してお

ります。

――――――――
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６．その他
該当事項はございません。 
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