
(財)財務会計基準機構会員
 

平成20年３月期　中間決算短信  
平成19年11月15日

上場会社名 イー・レヴォリューション株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 ４２３３ ＵＲＬ　http://www.e-revolution.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）久保　亮三

問合せ先責任者　（役職名）取締役管理本部長 （氏名）細屋　憲雄 ＴＥＬ　（０３）５２０９－１１５２

半期報告書提出予定日 平成19年12月14日   

（百万円未満切捨て）

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 2,469 △3.8 △341 － △364 － △21 －

18年９月中間期 2,568 － △308 － △344 － △181 －

19年３月期 5,139 － △917 － △1,021 － △929 －

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 △1 90 － －

18年９月中間期 △20 83 － －

19年３月期 △101 22 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △86百万円 18年９月中間期 △115百万円 19年３月期 △250百万円

(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 2,455 655 24.6 51 69

18年９月中間期 3,610 1,158 28.6 118 63

19年３月期 3,108 638 17.3 50 10

（参考）自己資本 19年９月中間期 604百万円 18年９月中間期 1,031百万円 19年３月期 537百万円

(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 △337 10 516 143

18年９月中間期 △324 △250 423 282

19年３月期 △911 △186 812 147

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

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － － － 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 4,760 △7.4 △530 － △600 － △150 － △13 22
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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 －社  除外 １社 （社名　プラマイゼロ株式会社）

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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、24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 12,104,000株 18年９月中間期 8,698,372株 19年３月期 11,134,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 408,146株 18年９月中間期 405,628株 19年３月期 406,687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、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 1,528 △6.4 △133 － △138 － △257 －

18年９月中間期 1,633 △11.3 △126 － △128 － △32 －

19年３月期 2,966 － △654 － △669 － △769 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △22 72

18年９月中間期 △3 68

19年３月期 △81 75

(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 1,910 421 22.1 36 06

18年９月中間期 2,717 1,074 39.6 123 55

19年３月期 2,139 591 27.6 55 08

（参考）自己資本 19年９月中間期 421百万円 18年９月中間期 1,074百万円 19年３月期 590百万円

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 2,970 0.1 △330 － △330 － △405 － △35 69

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１.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。

２.通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正いた

　 しました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年11月15日）公表の「特別利益及び特別

　 損失の発生並びに平成20年３月期中間期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景として、設備投資が引き続き増加し、景気は穏

やかに進展を続けましたが、原油をはじめとする原料価格の高騰が食料品の値上げなどの消費者物価に影響し始め、

景気の先行きが不透明な状況になってまいりました。

　このような環境下、当社グループの主力市場であるカー用品業界においては、アフターマーケット縮小の影響を受

け、当社グループも売上が減少するなど大変厳しい状況が続いております。このような状況を打開するために、平成

18年12月６日付で策定した「平成18～20年度中期経営計画（企業再生計画）」に基づき、グループ全体の事業領域と

ポジショニングの明確化を図り、人員削減も含めたコスト削減等の構造改革を進め、スリムな体制で収益を出せる企

業体を目指してまいりました。しかしながら、自動車用ウインドーフィルム全製品のリニューアルによる返品の増加、

解体損失費用の多額の発生、低利益率の他社品商材の販売増加等による原価率高の状況となり、大幅な損失を計上す

るに至りました。

  以上の状況により、当中間連結会計期間の業績は、売上高2,469百万円、営業損失341百万円、経常損失364百万円、

当期純損失21百万円となりました。

 　以下、事業別の状況は次のとおりです。

〔カー用品事業〕

  カー用品事業においては、主力製品である「ウィンドーフィルム」、「アブロス」等の売上が減少しましたが、

「カーテン」、「ｆｕｎｖｉｅシリーズ」及び他社商品により売上をカバーした結果、売上高は1,169百万円、営業利

益は60百万円となりました。

〔雑貨事業〕

  雑貨事業においては、「キックボード」、「ヒーリーズ」等のアウトドア用品や曲に合わせてタップを踏んで踊る

「リトルタップス」が堅調に推移したものの、新製品の生産の遅れもあり、売上高は1,164百万円、営業損失は122百

万円となりました。

〔家電事業〕

  家電事業においては、新製品への投資資金の不足及び新製品の生産遅れ等の事情もあり、春から夏に販売が可能な

新製品の投入ができず、売上高は135百万円、営業損失は142百万円となりました。

 （通期の見通し）

 今後の経済情勢につきましては、引き続き穏やかな景気拡大が続くものと思われますが、原油をはじめとする原料価

格の高騰、食料品の値上げなどの消費者物価への影響などの不安材料は続いており、当社を取り巻く経営環境は厳し

い状況が続くものと思われます。

 このような環境下、当社グループは、販売ルートの開拓、他社ＯＥＭ品の拡充、定番品の育成、新製品開発、新製品

の計画通りの市場への投入等により、業績の維持、向上に努めてまいります。

  通期の業績予想につきましては、売上高4,760百万円、営業損失530百万円、経常損失600百万円、当期純損失150百

万円を予想しております。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債、純資産の状況

　当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 653百万円減少し2,455百万円となりました。

その主な要因は、プラマイゼロ株式会社の連結除外により減少した資産が508百万円、受取手形及び売掛金の減少129

百万円等によるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ670百万円減少し1,800百万円となりました。その主な要因は、プラ

マイゼロ株式会社の連結除外により減少した負債が255百万円、及び負ののれん償却による減少77百万円、支払手形及

び買掛金の減少が66百万円、短期借入金の減少73百万円等によるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ16百万円増加し655百万円となりました。その主な要因は、資本金

の増加46百万円、資本剰余金の増加46百万円、利益剰余金の減少21百万円、及び持分変動による少数株主持分の減少

49百万円等によるものであります。　

　その結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ7.3％増加し、24.6％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前中間連結会計期間末に比べ

139百万円減少し143百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動による資金収支は、前年同期に比べ13百万円減少し、△337百万円となりまし
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た。主な要因は、売上債権102百万円の増加、未収入金56百万円の増加等の資金の増加に対し、仕入債務66百万円の減

少があったことに加え、税金等調整前中間純損失91百万円、持分変動益328百万円を計上したしたことによるもので

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金収支は、前年同期に比べ260百万円増加し、10百万円となりました。

主な要因は、金型等有形固定資産の取得による支出41百万円、子会社株式の売却による収入21百万円、及び固定資産

の売却による収入27百万円によるものです。

    （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　    当中間連結会計期間における財務活動による資金収支は、前年同期に比べ92百万円増加し、516百万円となりまし

    た。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行による収入92百万円、少数株主への株式の発行による収入492百

    万円によるものです。

 

(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期
平成19年9月

中間期

自己資本比率（％） － － 34.9 17.3 24.6

時価ベースの自己資本比率（％） － － 100.2 35.9 28.6

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：有負債利子／キャッシュ・フロー

インタレント・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。

　　 　2.　株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数により算出しております。

　　　 3.  当中間連結会計期間のキャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）及びインタレント・カバレッジ・レ

           シオ(倍）は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

  当社は、株主への還元を第一として将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続することを基本方針としております。

　しかしながら、当期の配当につきましても、当期純損失を計上する見込みですので、誠に遺憾ながら、無配とさせ

ていただく予定であります。

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績、株価及び財務状況に及ぼす影響または及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなもの

があります。

　なお、文中における将来に関する事項は、本中間決算短信発表日現在において当社が判断したものであります。

  ① 主力製品

　　　当社グループの主力製品は、一般消費者向けの自動車用ウィンドーフィルムで当社グループ売上高の約１割を

　　占めております。同製品は、当社にとって採算性が高く引き続き収益の柱として注力していく所存ですが、自動

　　車メーカーの純正着色ガラスの採用率の増加等により市場環境が変化する場合は、経営成績及び財務状況に影響

　　を及ぼす可能性があります。

  ② 業績の季節変動リスク

　    当社グループの主力製品には、自動車用ウィンドーフィルム、カーテン及び家電製品である加湿器等の季節用

    品の売上高が全体の売上高の約３割を占めており、天候状況により業績が影響を受ける傾向にあります。この

    ため、天候状況によっては、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

  ③ 法的規制リスク

　    当社グループの主力製品である自動車用ウィンドーフィルムについては、これを直接対象とする法的規制ある

　　いは行政指導はありませんが、これを貼付けするにあたり「道路運送車両の保安基準（国土交通省令）」におけ
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　　る窓ガラスの可視光線透過率規制により必然的に貼付部位に制限が生じております。又、家電製品においても、

　　電気用品安全法、家電リサイクル法等、法的規制を受ける製品もありますので、今後法的規制が変化する場合

　　は、経営成績及び財務状況に影響を受ける可能性があります。

  ④ 新製品開発リスク

　    当社グループは、遊び心を付加したエンターテインメント性のある魅力的な新製品を開発できると考えており

　　ますが、新製品が市場の支持を得られると正確に予測することは困難です。当社グループが市場の変化を十分に

　　予測できず、魅力ある新製品が出来ない場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑤ 取引先の信用リスク

　    カー用品業界は、デフレの長期化と消費低迷のもと厳しい経営環境が続いており、ベンダーの倒産が過去に発

　　生していました。当社は、取引先の業況・動向の把握に努め与信管理に注力し、過去の貸倒損失実績に基づき予

　　防的に貸倒引当金を計上する等、当社として十分と考えられる措置を行っております。しかしながら、業界環境

　　の好転は当面期待できないことから、予測の出来ない特定の取引先の信用状況の悪化により回収不能・回収遅延

　　等の状況が発生した場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑥ カントリーリスク

　    当社グループの商品調達は、国内協力企業を経由するものを含めるとその大半が輸入であります。主な輸入先

　　は中国、台湾及び韓国で、平成14年におけるＳＡＲＳ騒動のようなリスク、外国政府による規制、平成17年にお

　　ける中国の反日活動等の政治情勢等により輸入に著しく支障をきたした場合は、経営成績及び財務状況に影響を

　　及ぼす可能性があります。

  ⑦ 外国為替リスク

　    当社グループの商品調達のうち約３割は外貨建輸入であり、その大部分はドル建てであります。従って調達コ

    ストは常に為替レートの影響を受けます。為替先物予約や価格見直し等により極力リスク回避を図りますが、 

    予想以上に為替の変動が大きくなった場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑧ 一部従業員への依存リスク

　    当社グループは、従業員約90名の人員で運営を行っております。一部業務については、属人的能力に頼って

　　おりますので、緊急時に代わりの人材が社内にいないことで会社運営に支障をきたした場合は、経営成績及び財

　　務状況に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑨ タカラトミーとの関係についてのリスク

　    当社は、株式会社タカラトミー（以下タカラトミー）の関連会社となっておりましたが、平成19年9月27日開

　　催の取締役会決議に基づき、「プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社（以下プリヴェ）が当社株式に対し

　　て行う公開買付けに賛同すること、プリヴェを割当先とした第三者割当による新株式の発行を行うこと、平成20

　　年4月1日を期日として、当社が会社分割を行い、会社分割により持株会社となった当社とプリヴェが合併するこ

    と及び商号変更を行うことを内容とする当社の企業再生に向けた基本合意書及び覚書」をプリヴェとの間で締結

    いたしました。また、平成19年9月28日付でタカラトミーがプリヴェによる当社株式の公開買付けへ応募するこ

    とを表明いたしました。これにより、平成19年11月1日付（本公開買付けの決済開始日及び本増資の払込期日）

    にて、タカラトミーの関連会社ではなくなることとなりました。現時点において、当社がタカラトミーの関連会

    社でなくなった後においても、タカラトミーとの事業上の取引等相互の関連、取組みは従来どおり継続する予定

    ですが、タカラトミーグループの当社に対する方針に変更がある場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす

　　可能性があります。 　　　　

⑩ 株式会社ジャスダック証券取引所からの「上場審査基準に準じた審査を受けるための猶予期間」入り銘柄指定

　当社は、プリヴェとの間で平成19年9月27日付にて締結した基本合意書及び覚書に基づき、平成20年２月下旬開

催予定の両社の臨時株主総会の承認を条件に、平成20年4月1日を期日として、会社分割を行い、会社分割後の持

株会社となった当社を存続会社としてプリヴェと合併し、その上で、「プリヴェ　ファンド　グループ株式会社」

に商号変更をする予定です。本合併後の当社は、合併後も株式会社ジャスダック証券取引所（以下ジャスダック）

での上場を維持することとなります。当社は、ジャスダックから、本合併が実施された場合、当社が実質的な存

続会社でないと認められるとの理由により、「上場審査基準に準じた審査を受けるための猶予期間」（以下猶予

期間）入り銘柄の指定を受けることが見込まれております。猶予期間入りの指定時期及び猶予期間については、

現時点では未定でありますが、たとえ猶予期間中であっても株式の売買はこれまでどおり可能であり、企業活動

にも何ら支障はございません。また、当社は速やかに上場審査基準に準じた審査の申請を行う予定であり、早期

に猶予期間入り銘柄から解除されるよう対処する所存であります。尚、猶予期間が終了した時点において仮に上

場審査基準に準じた審査が終了していない場合、その翌日から当社株式は監理ポストへ割当てられ、投資者への

周知が図られることとなります。尚、当該審査が終了次第、猶予期間入り銘柄から解除されるか、上場廃止が決

定された上で整理ポストへの割当のいずれかが決定いたします。上記審査の状況によっては、経営成績、株価及

び財務状況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
 当社グループは、当社、子会社２社及び関連会社３社で構成されております。カー用品、生活雑貨、家電、アウトドア

スポーツに至るまでの幅広い領域の事業を展開しております。

　また、当社グループは、当社の議決権所有割合13.77％を所有する株式会社タカラトミー（東証１部：7867　代表取締

役社長富山幹太郎／東京都葛飾区　以下タカラトミー）を中心とする企業グループに属しております。タカラトミーグ

ループは、玩具を中核の事業領域としておりますが、当社グループは、玩具と異なる切り口でのライフエンターテイン

メント事業を独自に展開する企業としての発展を目指しております。

 

 　当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

 

 

　なお、当社は、プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社（東証２部：6720　代表取締役社長松村謙三／東京都千代

田区　以下プリヴェ）による当社株式の公開買付け及びタカラトミーによる本公開買付けへの応募並びにプリヴェを割当

先とする第三者割当による当社新株式の発行により、平成19年11月1日付（本公開買付けの決済開始日及び本増資の払込期

日）にて、プリヴェの連結子会社になり、同時にタカラトミーの持分法適用関連会社ではなくなりました。

　また、プラマイゼロ株式会社は、平成19年7月31日を払込期日とする第三者割当による同社新株式の発行により、当社の

連結子会社から持分法適用関連会社に変更となっております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、「心に響き感動体験を残すことができるモノづくりに向けて経営資源を集中します。思いやりを

育んで常に行動します。ステークホルダー（社員・ユーザー・株主・取引先）との共存に向けて常に改革を目指しま

す。」を経営理念とし、「①カーアクセサリー分野でマーケット・リーダーを目指す。②雑貨・玩具事業をグループ

で推進し、ベースとなる寿命の長いキャラクターの育成とトレンドを先取りした雑貨・玩具の開発に資源を集中する。

③キッチン・リビングといった生活家電にデザインという付加価値を提供し、デザイン家電でトップブランドを育成

する。④安定した収益構造の事業体を目指す。」ことを経営の基本方針として、取り組んでおります。  

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、重要な経営指標として、連結売上高経常利益率５％を目指して業務の改革を図ってまいります。

今後、より一層の経営改革を推進し、収益性の向上に取り組んでまいります。  

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、経営の基本方針に基づき、①連結売上高経常利益率５％の確保、②景気変動に対応できる強固な

収益・コスト構造の確立、③財務体質の強化、④徹底した原価率の低減、⑤グループの再編及び資本政策の見直し、

⑥資産（特にたな卸資産）の圧縮等の課題に取り組んでおります。  

　当社グループは、上記課題への取り組みをより確実なものとし、事業を継続的に運営する基盤を作り直すため、プ

リヴェに当社への経営参画及び財務支援をいただくことといたしました。 

　当社グループは、平成20年4月1日付にて予定されております当社の会社分割及びプリヴェとの合併までの一連のス

キームを実行し、プリヴェの支援を得て、経営改革に取り組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループを取り巻く事業環境及び業績は、依然として厳しい状況が続いており、安定した収益構造の事業体へ

変革する必要に迫られております。このような状況下、対処すべき課題は、下記のとおりです。

 ①収益性の改善

　ａ．カー用品事業においては、当社のカーライフ事業部が、経費削減を推進いたしましたが、返品の増加により、

　　　売上が伸び悩むとともに返品の解体損失が発生し、また、製品と比較して低粗利率の他社品商材の販売増加等

　　　により原価率高となる等の要因により、営業利益段階で黒字化したものの計画していました利益には至りませ

　　　んでした。今後は、更なる販売強化に努めるとともに、返品のない販売ルートの開拓及び他社ＯＥＭ品の拡充

　　　等による返品率の抑制を図り、また、製品アイテム数の削減による効率化も継続してまいります。

　ｂ．雑貨事業のうち、当社のｅ－ＬＩＦＥ事業部においては、計画した売上高を達成はしたものの、前年を下回る

　　　数値にとどまり、また、売上高を確保するための広告宣伝費の増加等により損失を計上するに至りました。

　　　今後は、定番品の育成と新製品の開発に注力するとともに新製品を計画通り市場に投入することで売上の達成

　　　に努めてまいります。

　ｃ．家電事業は、投資資金の不足により、春から夏に販売が可能な新製品の投入ができず、売上が前年を下回るこ

　　　ととなり、損失を計上するに至りました。今後は、平成19年7月31日に調達したプラマイゼロ株式会社の増資

　　　資金447百万円を有効に投下して通年で販売できる製品を投入すること及び新製品を計画通り市場に投入する

      こと並びに新たな販売チャネルの開拓により売上高を拡大することで利益確保に努めてまいります。

　ｄ．引き続き、経費の削減に努めてまいります。

 ②資金の安定化

　　　当社は、平成18年12月21日付で第三者割当の方法により新生銀行を割当先とする新株予約権300個を発行しま

　　したが、当中間連結会計期間において、その内の残97個の権利行使により、93百万円の資金調達を行い、資金の

　　安定化をはかりました。

　　　更に、当社は、平成19年9月27日開催の取締役会において、プリヴェを割当先とした第三者割当による新株式

　　（発行株式数：16,666,000株、発行価額の総額：999百万円、払込期日：平成19年11月1日）の発行を決議し、資

　　金の安定化をはかりました。

 ③事業の再構築のための外部支援受け入れ

　　　当社は、平成18年3月31日付の株式会社リヴァンプ（以下リヴァンプ）との業務委託契約締結以降、リヴァン

　　プからスタッフを受け入れております。当該スタッフは、経営戦略に基づき、新規事業の確立に注力しておりま

　　す。また、平成19年2月１日には子会社であるプラマイゼロ株式会社にもリヴァンプから社外取締役1名を受け入

　　れております。当社は、引き続きリヴァンプの企業ネットワーク及び人的ネットワークを活用して事業の再構築

　　を進めてまいります。 
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　　　更に、当社は、平成19年9月27日開催の取締役会決議に基づき、プリヴェが当社株式に対して行う公開買付け

　　に賛同すること、プリヴェを割当先とした第三者割当による新株式の発行を行うこと、及び当社が会社分割を行

　　い、平成20年4月1日を期日として、会社分割により持株会社となった当社とプリヴェが合併することを内容とす

　　る当社の企業再生に向けた基本合意書及び覚書をプリヴェとの間で締結いたしました。当社は、プリヴェの企業

　　再生に関するノウハウや高度な専門知識を活用して事業の再構築を進めてまいります。 

 ④平成18年12月６日開催の取締役会において企業再生を果たすべく策定した「平成18年度～20年度中期経営計画(企

   業再生計画）」を実行してまいります。

　ａ．抜本的な事業・組織のリストラクチャリング

　　　削減した後の人員の再配置を進め、スリムな経営・管理部門組織を構築するとともに現場機能の補強を推し進

　　　めます。

　ｂ．事業領域とポジショニングの明確化

　　　既存事業のカー用品事業を収益基盤として位置付け、製品アイテム数の削減をはかり実用性・確実性に基づく

　　　カーアクセサリー事業の運営を進めます。併せて、雑貨・玩具の開発強化を推進するとともに第三の事業の芽

　　　を開発育成すべく新規事業プロジェクトを立ち上げました。また、成長事業として動画配信を位置付けて

　　　います。   

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。 
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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   282,967   143,699    147,580  

２．受取手形及び
売掛金

※５  1,215,197   807,603    1,017,792  

３．たな卸資産   1,058,379   878,115    1,178,359  

４．未収入金   202,980   ―    152,207  

５．その他   97,352   136,936    47,589  

貸倒引当金   △105,468   △20,885    △97,356  

流動資産合計   2,751,409 76.2  1,945,468 79.2 △805,941  2,446,173 78.7

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物及び構
築物

※２ 138,895   37,256    92,173   

(2）機械装置 ※２ 917   ―    851   

(3）工具器具備
品

※２ 79,029   2,465    61,302   

(4）土地  133,110 351,953 9.7 59,110 98,832 4.0 △253,120 95,464 249,791 8.0

２．無形固定資産  13,351 13,351 0.4 2,759 2,759 0.1 △10,592 10,696 10,696 0.3

３．投資その他の
資産

※１           

(1）投資有価証
券

 140,359   85,885    87,437   

(2）関係会社株
式

 204,856   287,161    197,895   

(3）長期貸付金  18,068   18,636    19,736   

(4）長期営業債
権

 252,611   247,761    249,311   

(5）その他  156,376   54,626    111,526   

貸倒引当金  △278,399   △263,752    △263,747   

投資損失
引当金

 ― 493,872 13.7 △22,000 408,318 16.7 △85,553 ― 402,159 13.0

固定資産合計   859,177 23.8  509,910 20.8 △349,266  662,648 21.3

資産合計   3,610,586 100.0  2,455,379 100.0 △1,155,207  3,108,821 100.0
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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

※５  729,791   469,683    561,115  

２．短期借入金 ※１  861,000   806,261    905,600  

３．未払法人税等   8,544   6,622    14,100  

４．未払金   ―   147,781    210,634  

５．賞与引当金   51,464   33,967    43,503  

６．返品引当金   144,124   112,196    168,097  

７．その他   214,782   67,440    148,433  

流動負債合計   2,009,707 55.7  1,643,952 66.9 △365,755  2,051,485 66.0

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

  71,494   66,418    61,297  

２．役員退職慰労
引当金

  11,500   15,200    13,500  

３．負ののれん ※４  336,372   44,180    269,098  

４．その他   22,927   30,519    74,900  

固定負債合計   442,295 12.2  156,319 6.4 △285,976  418,796 13.5

負債合計   2,452,002 67.9  1,800,271 73.3 △651,731  2,470,281 79.5

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   952,480 26.4  1,136,085 46.3 183,605  1,089,137 35.0

２．資本剰余金   756,484 21.0  940,089 38.3 183,605  893,141 28.7

３．利益剰余金   △580,828 △16.1  △1,350,480 △55.0 △769,652  △1,328,875 △42.7

４．自己株式   △110,865 △3.1  △111,132 △4.5 △267  △111,004 △3.6

株主資本合計   1,017,270 28.2  614,561 25.1 △402,709  542,398 17.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  14,642 0.4  △9,964 △0.4 △24,606  △4,984 △0.1

評価・換算差額
等合計

  14,642 0.4  △9,964 △0.4 △24,606  △4,984 △0.1

Ⅲ　新株予約権   ―   ―  －  776 0.0

Ⅳ　少数株主持分   126,670 3.5  50,510 2.0 △76,159  100,350 3.2

純資産合計   1,158,583 32.1  655,107 26.7 △503,476  638,540 20.5

負債純資産合計   3,610,586 100.0  2,455,379 100.0 △1,155,207  3,108,821 100.0
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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   2,568,142 100.0  2,469,666 100.0 △98,475  5,139,656 100.0

Ⅱ　売上原価   1,693,853 66.0  1,768,462 71.6 74,608  3,598,269 70.0

売上総利益   874,289 34.0  701,204 28.4 △173,084  1,541,387 30.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  1,183,212 46.0  1,042,998 42.2 △140,213  2,458,761 47.8

営業損失   308,922 △12.0  341,793 △13.8 △32,870  917,373 △17.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  346   130    416   

２．受取配当金  905   626    1,666   

３．負ののれん
償却額

 84,485   77,215    168,971   

４．その他  9,640 95,378 3.7 6,404 84,376 3.4 △11,001 16,044 187,098 3.6

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  7,453   12,535    17,639   

２．持分法による
投資損失

 115,822   86,810    250,527   

３．その他  7,564 130,840 5.1 7,490 106,836 4.3 △24,004 22,821 290,988 5.6

経常損失   344,385 △13.4  364,253 △14.7 △19,868  1,021,263 △19.8

Ⅵ　特別利益            

１．前期損益修正
益

※２ 110,373   ―    110,373   

２．貸倒引当金戻
入益

 ―   76,122    13,966   

３．持分変動利益  67,154   328,551    163,579   

４．その他  10,828 188,355 7.3 29,845 434,519 17.6 246,163 34,092 322,011 6.2

Ⅶ　特別損失            

１．リコール費用  1,002   ―    3,073   

２．合併関連費用  ―   21,357    ―   

３．投資損失引当
金繰入額

 ―   22,000    ―   

４．貸倒引当金繰
入額

 7,961   ―    ―   

５．減損損失 ※３ ―   110,755    11,750   

６．その他  ― 8,964 0.3 8,058 162,171 6.6 153,207 220,055 234,878 4.6

税金等調整前
中間（当期）
純損失

  164,994 △6.4  91,905 △3.7 73,088  934,130 △18.2

法人税、住民
税及び事業税

 5,481   4,452    10,713   

法人税等調整
額

 ― 5,481 △0.2 ― 4,452 △0.2 △1,012 ― 10,713 0.2

少数株主利益
又は損失(△)

  10,681 △0.4  △74,753 3.0 85,435  △15,638 0.3

中間（当期）
純損失

  181,157 △7.0  21,604 △0.9 159,552  929,205 △18.1
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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）
952,480 756,484 △399,670 △110,564 1,198,729

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失   △181,157  △181,157

自己株式の取得    △301 △301

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）
― ― △181,157 △301 △181,458

平成18年９月30日　残高

（千円）
952,480 756,484 △580,828 △110,865 1,017,270

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）
14,378 14,378 ― 1,213,108

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失    △181,157

自己株式の取得    △301

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）
263 263 126,670 126,934

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
263 263 126,670 △54,524

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,642 14,642 126,670 1,158,583
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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）

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）
1,089,137 893,141 △1,328,875 △111,004 542,398

中間連結会計期間中の変動額

  新株の発行 46,948 46,948   93,896

中間純損失   △21,604  △21,604

自己株式の取得    △128 △128

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）
46,948 46,948 △21,604 △128 72,162

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,136,085 940,089 △1,350,480 △111,132 614,561

評価・換算差額等

新株予約権 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19年３月31日　残高

（千円）
△4,984 △4,984 776 100,350 638,540

中間連結会計期間中の変動額

  新株の発行     93,896

中間純損失     △21,604

自己株式の取得     △128

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）
△4,979 △4,979 △776 △49,839 △55,595

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△4,979 △4,979 △776 △49,839 16,567

平成19年９月30日　残高

（千円）
△9,964 △9,964 ― 50,510 655,107
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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）
952,480 756,484 △399,670 △110,564 1,198,729

連結会計年度中の変動額

  新株の発行 136,657 136,657   273,314

当期純損失   △929,205  △929,205

自己株式の取得    △439 △439

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）
136,657 136,657 △929,205 △439 △656,331

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,089,137 893,141 △1,328,875 △111,004 542,398

評価・換算差額等

 新株予約権 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）
14,378 14,378 ― ― 1,213,108

連結会計年度中の変動額      

  新株の発行     273,314

当期純損失     △929,205

自己株式の取得     △439

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△19,363 △19,363 776 100,350 81,762

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△19,363 △19,363 776 100,350 △574,568

平成19年３月31日　残高

（千円）
△4,984 △4,984 776 100,350 638,540
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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

     

税金等調整前中間
（当期）純損失

 △164,994 △91,905  △934,130

減価償却費  43,733 34,219  128,613

のれん及び負ののれ
ん償却額

 △67,274 △60,004  △134,549

貸倒引当金の増減額  5,012 △76,465  △17,751

賞与引当金の増減額  14,747 △2,685  6,787

返品引当金の増減額  △45,214 △55,901  △21,241

退職給付引当金の増
減額

 8,027 5,121  △2,169

役員退職慰労引当金
の増減額

 △5,700 1,700  △3,700

受取利息及び配当金  △1,252 △756  △2,082

支払利息  7,453 12,535  17,639

持分法による投資損
益

 115,822 86,810  250,527

持分変動損益  △67,154 △328,551  △163,579

売上債権の増減額  121,235 102,189  353,823

たな卸資産の増減額  △78,755 9,652  △198,734

未収入金の増減額  △184,733 56,495  △112,085

長期営業債権等の増
減額 

 △29,192 1,855  △18,951

仕入債務の増減額  △28,263 △66,043  △188,337

その他  50,123 57,514  155,192

小計  △306,378 △314,221 △7,843 △884,729

利息及び配当金の受
取額

 959 752  2,081

利息の支払額  △7,716 △12,475  △17,520

法人税等の支払額  △11,160 △11,577  △11,780

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △324,296 △337,521 △13,225 △911,949
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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

     

有形固定資産の取得
による支出

 △16,699 △41,988  △91,763

有形固定資産の売却
による収入

 ― 27,985  80,705

投資有価証券の取得
による支出

 △3,449 △3,427  △6,804

投資有価証券の売却
による収入

 40,000 ―  68,090

関係会社株式の売却
による収入

 ― 21,000  ―

関係会社株式の取得
による支出 

 △259,950 ―  △259,950

貸付けによる支出  △90,000 ―  △93,693

貸付金の回収による
収入

 139,497 1,100  141,522

その他  △59,952 5,728  △24,948

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △250,555 10,398 260,953 △186,841

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の増減額  296,000 ―  ―

短期借入による収入  ― 226,561  1,314,000

 短期借入金の返済に
よる支出

 ― △294,950  △973,400

株式の発行及び新株
予約権による収入

 ― 92,443  274,090

少数株主への株式の
発行による収入

 127,760 492,163  127,760

自己株式の取得によ
る支出

 △301 △128  △439

その他  ― ―  70,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 423,458 516,088 92,630 812,010

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 ― ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △151,393 188,965 340,358 △286,780

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 434,360 147,580 △286,780 434,360

Ⅶ　子会社の連結除外によ
る現金及び現金同等物
の減少額

 ― △192,846 △192,846 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 282,967 143,699 △139,268 147,580
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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）

　当社は連結損益計算書を作成してい

ない前事業年度において、161百万円の

営業損失及び552百万円の当期純損失を

計上し、４期連続で営業キャッシュ・

フローもマイナスとなりました。また、

当社グループは、当中間連結会計期間

においても308百万円の営業損失及び

181百万円の中間純損失を計上し、営業

キャッシュ・フローもマイナスとなり

ました。

当該状況により、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。

当社は、当該状況を解消すべく、以下

も含めた経営改革を実行してまいりま

す。

１．収益性の改善

（1）カー用品事業においては、カー

ライフ事業部が、人員の効果的な再配

置により、営業利益段階で黒字化を達

成することは出来ましたが、計画して

いました売上には至りませんでした。

更なる販売強化に努めるとともに、製

品アイテム数の削減による効率化も継

続してまいります。

（2）雑貨事業のうち、ｅ－ＬＩＦＥ

事業部（旧雑貨事業部）においては、

人員補強により売上高は前年に比べ伸

張したものの、新製品の投入が遅れる

など計画していた売上高には至りませ

んでした。今後は、新製品を計画通り

市場に投入することで売上の達成に努

めてまいります。また、今期特販事業

部を新設いたしましたが、人員の拡充

が計画通り進まず、計画しておりまし

た売上には至りませんでした。今後は、

カーライフ事業部における特販チーム

として、カーライフ事業部とのシナ

ジーを効かせ、引き続きベンダー事業

の差別化と拡大およびＯＥＭ事業の拡

大を図ってまいります。

（3）家電事業は、空気清浄機、加湿

器Ver.3の新製品投入による売上拡大

で利益確保につなげてまいります。

（4）引き続き、人件費を含めた経費

の削減に努めてまいります。

　当社グループは、前連結会計年度に

おいて917百万円の営業損失及び929百

万円の当期純損失を計上し、５期連続

で営業キャッシュ・フローはマイナス

となりました。また、当社グループは、

当中間連結会計期間においても341百

万円の営業損失及び21百万円の中間純

損失を計上し、営業キャッシュ・フ

ローもマイナスとなりました。

当該状況により、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。

当社は、当該状況を解消すべく、以下

も含めた経営改革を実行してまいりま

す。

１．収益性の改善

（1）カー用品事業においては、当社

のカーライフ事業部が、経費削減を推

進いたしましたが、返品の増加により、

売上が伸び悩むとともに返品の解体損

失が発生し、また、製品と比較して低

粗利率の他社品商材の販売増加等によ

り原価率高となる等の要因により、営

業利益段階で黒字化したものの計画し

た利益には至りませんでした。今後は、

更なる販売強化に努めるとともに、返

品のない販売ルートの開拓及び他社Ｏ

ＥＭ品の拡充等による返品率の抑制を

図り、また、製品アイテム数の削減に

よる効率化も継続してまいります。

（2）雑貨事業のうち、当社のｅ－Ｌ

ＩＦＥ事業部においては、計画した売

上高を達成はしたものの、前年を下回

る数値にとどまり、売上高を確保する

ための広告宣伝費の増加等により損失

を計上するに至りました。今後は、定

番品の育成と新製品の開発に注力する

とともに新製品を計画通り市場に投入

することで売上の達成に努めてまいり

ます。

（3）家電事業は、投資資金の不足に

より、春から夏に販売が可能な新製品

の投入ができませんでした。今後は、

平成19年7月31日に調達したプラマイ

ゼロ株式会社の増資資金447百万円を

有効に投下して通年で販売できる製品

を投入すること及び新製品を計画通り

市場に投入すること並びに新たな販売

チャネルの開拓により売上高を拡大す

ることで利益確保に努めてまいります。

　当社グループは、当連結会計年度に

おいて917百万円の営業損失及び929百

万円の当期純損失を計上し、５期連続

で営業キャッシュ・フローはマイナス

となりました。

当該状況により、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。

当社は、当該状況を解消すべく、以下

も含めた経営改革を実行してまいりま

す。

１．収益性の改善

（1）カー用品事業においては、カー

ライフ事業部が、人員削減等の経費削

減を推進いたしましたが、下期に売上

が伸び悩むなど計画していました売上

には至らず、黒字化を達成することは

できませんでした。更なる販売強化に

努めるとともに、製品アイテム数の削

減による効率化も継続してまいりま

す。

（2）雑貨事業のうち、ｅ－ＬＩＦＥ

事業部においては、人員補強により売

上高は前年度に比べ伸張したものの、

新製品の投入が遅れるなど計画してい

た売上高には至りませんでした。今後

は、定番品の育成と新製品を計画通り

市場に投入することで売上の達成に努

めてまいります。また、今期特販事業

部を新設いたしましたが、人員の拡充

が計画通り進まず、計画しておりまし

た売上には至りませんでした。今後は、

カーライフ事業部における特販チーム

として、カーライフ事業部とのシナ

ジーを効かせ引き続きベンダー事業の

差別化と拡大及びＯＥＭ事業の拡大を

図ってまいります。

（3）家電事業は、暖冬の影響による

「加湿器ver.３」の落ち込みや製品投

入遅れ等により計画していました売上

には至りませんでした。今後は、通年

で販売できる製品の投入や新製品を計

画通り市場に投入すること並びに新た

な販売チャネルの開拓による売上高の

拡大で利益確保に努めてまいります。
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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）

前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

 

 

 ２．資金の安定化

前期に債務超過に陥りました子会社で

あるタカラインデックスｅＲラボ株式

会社は、平成18年5月の第三者割当増

資254百万円（当社割当額125百万円）

により債務超過を解消するとともに、

当社は、同社へ195百万円の貸付を行

い資金の安定化をはかりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）引き続き、経費の削減に努めて

まいります。

 ２．資金の安定化

　当社は、平成18年12月21日付で第三

者割当の方法により新生銀行を割当先

とする新株予約権300個を発行しまし

たが、当中間連結会計期間において、

その内の残97個の権利行使により、93

百万円の資金調達を行い、資金の安定

化をはかりました。

　また、当社は、平成19年6月28日開

催の取締役会において、当社が所有す

るプラマイゼロ株式会社の株式25,600

株の内の1,000株について、譲渡する

ことを決議し、平成19年6月29日に譲

渡することにより、21百万円の資金調

達を行い、資金の安定化をはかりまし

た。

　更に、当社は、平成19年9月27日開

催の取締役会において、プリヴェを割

当先とした第三者割当による新株式

（発行株式数：16,666,000株、発行価

額の総額：999百万円、払込期日：平

成19年11月1日）の発行を決議し、資

金の安定化をはかりました。

　また、連結子会社であるプラマイゼ

ロ株式会社は、平成19年7月11日開催

の取締役会において、第三者割当によ

る同社新株式（発行株式数：21,325株、

発行価額の総額：447百万円、払込期

日：平成19年7月31日）の発行を決議

し、資金の安定化をはかりました。

（4）引き続き、人件費を含めた経費

の削減に努めてまいります。 

 ２．資金の安定化

前連結会計年度に債務超過に陥りまし

た子会社であるタカラインデックスｅ

Ｒラボ株式会社は、平成18年５月の第

三者割当増資254百万円（当社割当額

125百万円）により債務超過を解消す

るとともに、当社は、同社へ195百万

円の貸付を行い資金の安定化をはかり

ました。また、当社は、平成18年12月

21日付で第三者割当の方法により株式

会社新生銀行を割当先とする新株予約

権300個を発行し、その内、203個の権

利行使により、273百万円の資金調達

を行い、資金の安定化をはかりました。

  

３．事業の再構築のための外部支援受

け入れ

株式会社リヴァンプと平成18年3月31

日に締結した業務委託契約に基づき、

株式会社リヴァンプより取締役1名他

を受け入れました。当該取締役は、グ

ループ会社を統括し、グループ全体の

戦略を担う経営戦略室を担当しており

ます。引き続きリヴァンプの企業ネッ

トワーク及び人的ネットワークを活用

し、リヴァンプの支援の下で事業の再

構築を進めてまいります。

 

 

 

３．事業の再構築のための外部支援受

け入れ

　当社は、平成18年3月31日付のリヴァ

ンプとの業務委託契約締結以降、リヴァ

ンプからスタッフを受け入れておりま

す。当該スタッフは、経営戦略に基づ

き、新規事業の確立に注力しておりま

す。また、平成19年2月１日には子会社

であるプラマイゼロ株式会社にもリヴァ

ンプから社外取締役1名を受け入れてお

ります。当社は、引き続きリヴァンプ

の企業ネットワーク及び人的ネットワー

クを活用して事業の再構築を進めてま

いります。 

　更に、当社は、平成19年9月27日開催

の取締役会決議に基づき、プリヴェが

当社株式に対して行う公開買付けに賛

同すること、プリヴェを割当先とした

第三者割当による新株式の発行を行

３．事業の再構築のための外部支援受

け入れ

株式会社リヴァンプと平成18年３月31

日に締結した業務委託契約に基づき、

当社は、株式会社リヴァンプより取締

役1名他を受け入れました。当該取締

役は、グループ会社を統括し、グルー

プ全体の戦略を担う経営戦略室を担当

しております。また、平成19年２月１

日には子会社であるプラマイゼロ株式

会社にも社外取締役１名を受け入れま

した。引き続き株式会社リヴァンプの

企業ネットワーク及び人的ネットワー

クを活用し、株式会社リヴァンプの支

援の下で事業の再構築を進めてまいり

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）

前連結会計年度
（自　平成18年4月1日
至　平成19年3月31日）

 

 

 

 

 

うこと、及び当社が会社分割を行い、

平成20年4月1日を期日として、会社分

割により持株会社となった当社とプリ

ヴェが合併することを内容とする当社

の企業再生に向けた基本合意書及び覚

書をプリヴェとの間で締結いたしまし

た。当社は、プリヴェの企業再生に関

するノウハウや高度な専門知識を活用

して事業の再構築を進めてまいりま

す。   

 

 

 

 

 

４．平成18年12月６日開催の取締役会

において、企業再生を果たすべく「平

成18年度～20年度中期経営計画（企業

再生計画）」を策定し、実行してまい

ります。

 (1)抜本的な事業・組織のリストラク

チャリング

 希望退職者募集による人員削減を進

め、スリムな経営・管理部門組織を構

築するとともに現場昨日の補強を推し

進めます。

 （2)事業領域とポジショニング

 既存事業のカー用品事業を収益基盤

として位置付け、ＳＫＵ（商品の数）

の絞込みをはかり実用性・確実性に基

づくアクセサリー事業の運営を進めま

す。雑貨・玩具の開発を推進いたしま

す。また、成長事業としてデザイン家

電、動画配信を位置付けます。

  中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重

要な疑義の影響を反映しておりません。

 

 ４．平成18年12月６日開催の取締役

会において決議いたしました「平成18

年度～20年度中期経営計画（企業再生

計画）」を実行し、企業再生を果たし

てまいります。 

 (1)抜本的な事業・組織のリストラク

チャリング 

削減した後の人員の再配置を進め、ス

リムな経営・管理部門組織を構築する

とともに現場機能の補強を推し進めま

す。 

（2)事業領域とポジショニングの明

確化 

 既存事業のカー用品事業を収益基盤

として位置付け、製品アイテム数の削

減をはかり実用性・確実性に基づくア

クセサリー事業の運営を進めます。雑

貨・玩具の開発を推進するとともに第

三の事業の芽を開発育成すべく新規事

業プロジェクトを立ち上げました。ま

た、成長事業として動画配信を位置付

けます。

  中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重

要な疑義の影響を反映しておりませ

ん。 

４．平成18年12月６日開催の取締役会

において企業再生を果たすべく策定し

た「平成18年度～20年度中期経営計画

（企業再生計画）」を実行してまいり

ます。

 (1）抜本的な事業・組織のリストラ

クチャリング 

希望退職者募集により21名の人員削減

を進めました。これによりスリムな経

営・管理部門組織を構築するとともに

現場機能の補強を推し進めます。 

 （2)事業領域とポジショニング

 既存事業のカー用品事業を収益基盤

として位置付け、製品アイテム数の削

減をはかり実用性・確実性に基づく

カーアクセサリー事業の運営を進めま

す。あわせて、雑貨・玩具の開発強化

を推進いたします。また、成長事業と

してデザイン家電を位置付けます。

 連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を反映しておりません。
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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

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 すべての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数　　　３社

株式会社エー・ジー

プラマイゼロ株式会社

タカラインデックスｅＲラボ株式会

社

すべての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数　　　２社

株式会社エー・ジー

タカラインデックスｅＲラボ株式会

社

　当中間連結会計期間において連結

子会社でありましたプラマイゼロ株

式会社は、同社の第三者割当増資に

よる当社持分比率の減少により、連

結子会社から持分法適用関連会社に

変更しております。

　なお、プラマイゼロ株式会社の損

益計算書は、当中間連結会計期間に

おける連結損益計算書に含まれてお

ります。

すべての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数　　　３社

株式会社エー・ジー

プラマイゼロ株式会社

タカラインデックスｅＲラボ株式会

社

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数　　 ２社

株式会社ＳＥＥＢＯＸ

株式会社ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰ

ＡＮ

 

　株式会社ＳＥＥＢＯＸ、株式会社

ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰＡＮは、

当中間連結会計期間において新たに

設立したため、持分法の適用範囲に

含めております。

持分法適用の関連会社数　　 ３社

プラマイゼロ株式会社

株式会社ＳＥＥＢＯＸ

株式会社ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰ

ＡＮ

　なお、当中間連結会計期間におい

て連結子会社でありましたプラマイ

ゼロ株式会社は、同社の第三者割当

増資による当社持分比率の減少によ

り、連結子会社から持分法適用関連

会社に変更しております。

持分法適用の関連会社数　　 ２社

株式会社ＳＥＥＢＯＸ

株式会社ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰ

ＡＮ

 

　株式会社ＳＥＥＢＯＸ、株式会社

ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰＡＮは、

当連結会計年度において新たに設立

したため、持分法の適用範囲に含め

ております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は中間連結

決算日と一致しております。

同左 連結子会社の決算日は連結決算日と

一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

中間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

②たな卸資産

主として総平均法による原価法

③デリバティブ

　時価法

①有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

 　時価のないもの

同左

②たな卸資産

同左

③デリバティブ

同左

①有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

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

同左

②たな卸資産

同左

③デリバティブ

同左
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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）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。

　主な耐用年数

　　建物及び構築物３～50年

　　工具器具備品２～15年

①有形固定資産

定率法によっております。

　主な耐用年数

　　建物及び構築物３～50年

　　工具器具備品２～15年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は、

それぞれ2,653千円減少して

おります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により、取得価額

の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。

　これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は、

それぞれ409千円減少してお

ります。

①有形固定資産

定率法によっております。

　主な耐用年数

　　建物及び構築物３～50年

　　工具器具備品２～15年

②無形固定資産

定額法

なお、自社使用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年）に基づく定額

法によっております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産　　

同左

(3）繰延資産の処理方法

 

 

株式交付費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費

同左

株式交付費

同左
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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）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

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

a）一般債権

貸倒実績率法によっておりま

す。

a）一般債権

同左

a）一般債権

同左

b）貸倒懸念債権及び破産更生債

権等

個別の債権ごとに回収可能額

を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

b）貸倒懸念債権及び破産更生債

権等

同左

b）貸倒懸念債権及び破産更生債

権等

同左

 ②賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため

支給見込額に基づいて計上してお

ります。

②賞与引当金

 同左

②賞与引当金

 同左

 ③返品引当金

販売した製品の返品による損失に

備えるため、経験率に基づいて算

出した返品見込額のうちの売買利

益相当額並びに損傷製品について

は廃棄処分見込額又は再生時に生

ずる解体損失見込額を引当計上し

ております。

③返品引当金

同左

③返品引当金

 同左

 ④退職給付引当金

当社及び一部連結子会社は従業員

の退職給付に充てるため、当中間

連結会計期間末における退職給付

債務額（簡便法による）に基づき

計上しております。

なお当社については、当中間連結

会計期間末における退職給付債務

額から、特定退職金共済制度によ

る給付額を控除した残高を計上し

ております。

④退職給付引当金

同左

④退職給付引当金

当社及び一部連結子会社は従業員

の退職給付に充てるため、当連結

会計年度末における退職給付債務

額（簡便法による）に基づき計上

しております。

なお当社については、当連結会計

年度末における退職給付債務額か

ら、特定退職金共済制度による給

付額を控除した残高を計上してお

ります。

 ⑤役員退職慰労引当金

当社及び一部連結子会社は役員の

退職慰労金の支給に充てるため、

内規に基づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上しております。

なお当社は、平成17年６月21日開

催の定時株主総会において、本総

会終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止し、本総会において

再任される各取締役及び監査役に

対し、本総会終結の時までの在任

期間に対応した役員退職慰労金の

打ち切り支給を決議いたしました。

また、再任された役員に対する役

員退職慰労引当金は、それぞれの

退任時に支給することといたしま

した。

⑤役員退職慰労引当金

同左

⑤役員退職慰労引当金

当社及び一部連結子会社は役員の

退職慰労金の支給に充てるため、

内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。なお

当社は、平成17年６月21日開催の

定時株主総会において、本総会終

結の時をもって役員退職慰労金制

度を廃止し、本総会において再任

される各取締役及び監査役に対し、

本総会終結の時までの在任期間に

対応した役員退職慰労金の打ち切

り支給を決議いたしました。また、

再任される役員に対する役員慰労

引当金は、それぞれの退任時に支

給することといたしました。

  ―――――――― ⑥投資損失引当金

　関係会社等への投資に係る損失に

備えるため当該会社の財政状態を勘

案して、必要額を計上しております。

 ――――――――
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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）

(5）重要なリース取引の処

理方法　　

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められているもの以外のファ

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

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

一部子会社は為替予約が付される

外貨建金銭債権債務については、

振当処理を行っております。

①ヘッジ会計の方法

当社及び一部子会社は為替予約が

付される外貨建金銭債権債務につ

いては、振当処理を行っておりま

す。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約

ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リス

クを回避する目的で為替予約取引

を行っております。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引は振当処理によって

いるため、ヘッジ有効性の評価は

省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他の中間連結財務

諸表（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方法

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

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

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない預入日から３ヶ月以内に

満期日の到来する定期預金からなり

ます。

同左 同左
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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）

 ―――――――― （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1,031,913千円でありま

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、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

 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」

(企業会計基準委員会  平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）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」(企業会計基準委員

会  平成17年12月９日  企業会計基準

適用指針第８号）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537,414千円であります。

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

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成してお

ります。

 ――――――――  ―――――――― （企業結合に係る会計基準等）

  当連結会計年度より「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会　平成15

年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　

平成17年12月27日　企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

27日　企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。

連結財務諸表規則の改正による連結財

務諸表の表示に関する変更は以下のと

おりであります。

（連結貸借対照表）

「連結調整勘定」は、当連結会計年度

から「負ののれん」として表示してお

ります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成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）

────── （中間連結貸借対照表）

　「未収入金」は、資産総額の100分の５以下に減少した

ため流動資産の「その他」に73,857千円含めて表示し

ております。

　「未払金」は、前中間連結会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「未払金」の金額は

136,531千円であります。

──────  (中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 　　前中間連結会計期間において財務活動によるキャッ

　シュ・フローの「短期借入金の増減額」は、当中間連結

　会計期間より「短期借入による収入」及び「短期借入金

　の返済による支出」として区分掲記しました。

 　　なお、前中間連結会計期間における「短期借入によ

　る収入」は410,000千円、「短期借入金の返済による支

　出」は114,000千円であります。

イー・レヴォリューション㈱ (4233) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 25 －



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　担保資産

担保に供されている資産

※１　担保資産

担保に供されている資産

※１　担保資産

担保に供されている資産

建物 26,441 千円

土地 63,707  

合計 90,148  

建物 10,690 千円

土地 54,310  

保険積立金 14,952  

合計 79,952  

建物 25,798 千円

土地 63,707  

合計 89,505  

上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容

短期借入金 250,000 千円 短期借入金 261,261 千円 運転資金

（短期）借入金
250,000 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

     437,248 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

364,127 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

438,698 千円

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

     9,900 千円

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

111,608 千円

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

 90,322千円 

※４　のれん及び負ののれんの取扱

　のれん及び負ののれんは相殺のうえ、

固定負債の「負ののれん」に表示しており

ます。相殺前の金額は以下のとおりであり

ます。

のれん 86,055 千円

負ののれん 422,428  

※４　のれん及び負ののれんの取扱

　のれん及び負ののれんは相殺のうえ、

固定負債の「負ののれん」に表示しており

ます。相殺前の金額は以下のとおりであり

ます。

のれん 51,633 千円

負ののれん 95,814  

※４　のれん及び負ののれんの取扱

　のれん及び負ののれんは相殺のうえ、

固定負債の「負ののれん」に表示しており

ます。相殺前の金額は以下のとおりであり

ます。

のれん 68,844 千円

負ののれん 337,942  

 

※５　中間連結会計期間末日満期手形

　　 　中間連結会計期間末日満期手形の会計

　　 処理は、手形交換日をもって決済処理し

     ております。なお、当中間連結会計期間

     の末日は金融機関の休日であったため、

     次の中間連結会計期間末日満期手形が中

　　 間期末残高に含まれております。

受取手形 69,304 千円

支払手形 17,235  

 

※５　中間連結会計期間末日満期手形

　　 　中間連結会計期間末日満期手形の会計

　　 処理は、手形交換日をもって決済処理し

     ております。なお、当中間連結会計期間

     の末日は金融機関の休日であったため、

     次の中間連結会計期間末日満期手形が中

　　 間期末残高に含まれております。

受取手形 5,572 千円

割引手形 57,898  

支払手形 17,476  

 

※５　連結会計年度末日満期手形

  連結会計年度末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当連結会計年度末日が金融機関

の休日であったため、次の連結会計年度末

日満期手形が連結会計年度末残高に含まれ

ております。

受取手形 7,288 千円

割引手形 38,253  

支払手形 61,115  

 　６　　　――――――――

 

 

　６　企業結合に係る特定勘定　

 　　 該当事項はありません。

 

 　６　　　――――――――
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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主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目

給与手当 284,087 千円

賞与引当金繰入額 43,608  

役員退職慰労引当金

繰入額

1,400  

給与手当 244,019 千円

賞与引当金繰入額 28,279  

役員退職慰労引当金

繰入額

2,400  

退職給付引当金繰入額 4,884  

給与手当 584,552 千円

賞与引当金繰入額 77,650  

役員退職慰労引当金

繰入額

3,400  

棚卸処分損 257,742  

 ※２　前期損益修正益  ※２　　　――――――――  ※２　前期損益修正益

　前期に償却済の資産について代金の精算

がなされたものであります。

 　前期に償却済の資産について代金の精算

がなされたものであります。

 ※３　　　――――――――  ※３　減損損失

用途 場所 種類
金額

(千円)

事業用

資産

東京都

 千代田区

建物付属

設備
176

他３件 工具器具

備品
21,075

 電話加入権 363

 リース資産 9,889

  　計 31,504

賃貸用

不動産

東京都  土地 9,397

港区 建物 13,034

 
建物付属

設備
1,400

 器具備品 130

 　計 23,962

共用資

産

神奈川県 建物 15,282

厚木市

他１件

建物付属

設備
8,408

 構築物 374

 機械装置 779

 
工具器具

備品
11,596

  借地権 200

  商標権 720

  ソフトウェア 2,598

  電話加入権 3,823

  リース資産 11,506

  計 55,288

　減損損失の算定にあたっては、事業用資産に

ついては本支店・営業所別、賃貸用不動産およ

び遊休資産については個別物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。上記資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

　なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価書を

基準とした正味売却価額により評価しておりま

す。

 ※３　減損損失

用途 場所 種類
金額

(千円)

事業用

資産

東京都

 千代田区

工具器具

備品
10,154

 ソフトウェア 1,278

 電話加入権 318

  　計 11,750

　減損損失の算定にあたっては、事業用資産に

ついては本支店・営業所別、賃貸用不動産及び

遊休資産については個別物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。

上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しました。

　なお、回収可能価額は残存価額により評価し

ております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

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 9,104,000 ― ― 9,104,000

合計 9,104,000 ― ― 9,104,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 404,428 1,200 ― 405,628

合計 404,428 1,200 ― 405,628

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,200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 11,134,000 970,000 ― 12,104,000

合計 11,134,000 970,000 ― 12,104,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 406,687 1,459 ― 408,146

合計 406,687 1,459 ― 408,146

 (注)１．普通株式の発行済株式数の増加970,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,459株は、単元未満株式の買取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

（百万円）

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18年新株予約権  　普通株式 776  － 776 0 0

 合計  － 776  － 776 0 0

 (注)１．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 

３．配当に関する事項

 該当事項はありません。
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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）

 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 9,104,000 2,030,000 ― 11,134,000

合計 9,104,000 2,030,000 ― 11,134,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 404,428 2,259 ― 406,687

合計 404,428 2,259 ― 406,687

 (注)１．普通株式の発行済株式数の増加2,030,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

　　　　 す。

 　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,259株は、単元未満株式の買取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18年新株予約権 普通株式 ― 3,000,000 2,030,000 970,000 776

合計 － ― 3,000,000 2,030,000 970,000 776

 (注)１．平成18年新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 　　２．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 

３．配当に関する事項

 該当事項はありません。

（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）現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

(1）現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金勘定 282,967 千円

現金及び現金同等物 282,967 千円

現金及び預金勘定 143,699 千円

現金及び現金同等物 143,699 千円

現金及び預金勘定 147,580 千円

現金及び現金同等物 147,580 千円

(2）重要な非資金取引の内容

現物出資による関係会社株式の取得

 90,000 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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

工具器具

備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

 合計

(千円)

取得価額相

当額
34,487 21,266 55,753

減価償却累

計額相当額
18,201 11,840 30,042

減損損失累

計額相当額
1,954 2,899 4,854

中間期末残

高相当額
14,330 6,526 20,857

工具器具

備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

 合計

(千円)

取得価額相

当額
28,913 21,266 50,179

減価償却累

計額相当額
19,990 14,182 34,173

減損損失累

計額相当額
8,058 5,600 13,659

中間期末残

高相当額
863 1,482 2,346

工具器具

備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

 合計

(千円)

取得価額相

当額
34,487 21,266 55,753

減価償却累

計額相当額
22,450 14,099 36,549

減損損失累

計額相当額
1,415 2,174 3,590

期末残高

相当額
10,620 4,992 15,613

 

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため支払利

子込み法により算定しております。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため支払利子込み法

により算定しております。

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 12,289 千円

１年超 13,422 千円

合計 25,711 千円
 

リース資産減損勘定

の残高
4,854 千円

   

１年以内 10,025 千円

１年超 2,189 千円

合計 12,214 千円
 

リース資産減損勘定

の残高
9,868 千円

   

１年以内 12,214 千円

１年超 6,989 千円

合計 19,204 千円
 

リース資産減損勘定

の残高
3,590 千円

   

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 6,144 千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,263 千円

減価償却費相当額 4,880 千円

減損損失 ― 千円

支払リース料 6,144 千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,263 千円

減価償却費相当額 4,880 千円

減損損失 7,541 千円

支払リース料 12,382 千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,527 千円

減価償却費相当額 9,854 千円

減損損失 ― 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

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年９月30日現在）

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 75,670 100,359 24,688

合計 75,670 100,359 24,688

 

２　時価評価されていない有価証券（平成18年９月30日現在）

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 40,000

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成19年９月30日現在）

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 55,849 45,885 △9,964

合計 55,849 45,885 △9,964

 

２　時価評価されていない有価証券（平成19年９月30日現在）

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 40,000

 (注）当中間連結会計期間において、投資損失引当金22百万円を設定しております。

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在）

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 52,421 47,437 △4,984

合計 52,421 47,437 △4,984

 

２　時価評価されていない有価証券（平成19年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 40,000
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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）

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いてお

ります。

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）

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いてお

ります。

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）

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いてお

ります。
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（ストック・オプション等関係）

        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に付与したストック・オプションの内容

 提出会社

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数  取締役 ４名、従業員 21名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式　86,000株

 付与日  平成18年４月28日

 権利確定条件
 付与日（平成18年４月28日）以降、権利確定日（平成

 19年6月22日）まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  自平成18年４月28日　至平成19年６月22日

 権利行使期間
 権利確定後２年以内。ただし、権利確定後退職した場合

は、退職日より６ヶ月以内まで行使可。

 権利行使価格（円） 426

 付与日における公正な評価単価（円） ―

        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）

 　　　　 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 　　　　 該当事項はありません。

 

        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）

　　　　　当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容

 提出会社

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数  取締役 １名、監査役３名、従業員 21名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式　86,000株

 付与日  平成18年４月28日

 権利確定条件
 付与日（平成18年４月28日）以降、権利確定日（平成

 19年6月22日）まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  自平成18年４月28日　至平成19年６月22日

 権利行使期間
 権利確定後２年以内。ただし、権利確定後退職した場合

は、退職日より６ヶ月以内まで行使可。

 権利行使価格（円） 426

 付与日における公正な評価単価（円） ―
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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）

 
カー用品事業
（千円）

雑貨事業
（千円）

家電事業
（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 1,125,587 1,269,753 172,801 2,568,142 ― 2,568,142

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 13,502 ― 13,502 △13,502 ―

計 1,125,587 1,283,256 172,801 2,581,645 △13,502 2,568,142

　営業費用 1,028,410 1,396,861 275,357 2,700,629 176,435 2,877,065

　営業利益又は営業損失(△） 97,176 △113,605 △102,555 △118,984 △189,938 △308,922

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主要な製品

 　　　　　 （1）カー用品事業・・・自動車用ウィンドーフィルム、自動車用アクセサリー、ステッカー等

  　　　　　（2）雑貨事業・・・・・生活雑貨、トイ雑貨、玩具等

  　　　　　（3）家電事業・・・・・生活家電、ＡＶ家電等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は190,152千円であります。

　　その主なものは当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

 

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）

 
カー用品事業
（千円）

雑貨事業
（千円）

家電事業
（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 1,169,698 1,164,323 135,645 2,469,666 ― 2,469,666

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 40 205 245 △245 ―

計 1,169,698 1,164,363 135,851 2,469,912 △245 2,469,666

　営業費用 1,108,868 1,286,723 278,812 2,674,405 137,055 2,811,460

　営業利益又は営業損失(△） 60,829 △122,360 △142,961 △204,492 △137,301 △341,793

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主要な製品

 　　　　　 （1）カー用品事業・・・自動車用ウィンドーフィルム、自動車用アクセサリー、ステッカー等

  　　　　　（2）雑貨事業・・・・・生活雑貨、トイ雑貨、玩具等

  　　　　　（3）家電事業・・・・・生活家電、ＡＶ家電等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は137,297千円であります。

　　その主なものは当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人

　　税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方

　　法により減価償却費を計上しております。この変更に伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合

　　と比べ、営業費用がカー用品事業で130千円、雑貨事業で1,462千円、家電事業で1,030千円,全社で29千円増

    加し、営業利益が同額で減少しております。

　　また、平成19年３月31日以前に取得したものついては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間

　　で均等償却する方法によっております。この変更に伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合と

　　比べ、営業費用がカー用品事業で241千円、雑貨事業で81千円、全社で86千円増加し、営業利益が同額で減

　　少しております。
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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）

 
カー用品事業
（千円）

雑貨事業
（千円）

家電事業
（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 2,309,238 2,206,704 623,714 5,139,656 ― 5,139,656

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
348 26,122 435 26,906 △26,906 ―

計 2,309,587 2,232,827 624,149 5,166,563 △26,906 5,139,656

　営業費用 2,459,996 2,483,202 775,358 5,718,558 338,472 6,057,030

　営業損失 150,409 250,375 151,209 551,994 365,379 917,373

　（注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主要な製品

 　　　　　 （1）カー用品事業・・・自動車用ウィンドーフィルム、自動車用アクセサリー、ステッカー等

  　　　　　（2）雑貨事業・・・・・生活雑貨、トイ雑貨、玩具等

  　　　　　（3）家電事業・・・・・生活家電、ＡＶ家電等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は365,379千円であります。

　　その主なものは当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（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は、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）

            当中間連結会計期間は、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。

 

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）

　当連結会計年度は、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。

ｃ．海外売上高

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）

 　　　　　 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 

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）

 　　　　　 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 

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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成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    118円63銭 51円69銭   50円10銭

１株当たり中間（当期）

純損失
  20円83銭 1円90銭 101円22銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、１株当たり中間純損失を

計上することとなったため記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、１株当たり中間純損失を

計上することとなったため記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、１株当たり中間純損失を

計上することとなったため記

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。

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株当たり中間（当期）純損失金

額
   

中間（当期）純損失金額

（千円）
181,157 21,604 929,205

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

失金額（千円）
181,157 21,604 929,205

普通株式の期中平均株式数（株） 8,698,801 11,346,377 9,179,780

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

平成12年６月28日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（自己株式取得方式）

平成18年６月28日付で行

使期間終了済

 

平成16年６月24日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

潜在株式の数 238,000株

平成17年６月21日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

 （新株予約権）

 潜在株式の数  86,000株

①当社の新株予約権

 平成16年６月24日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

普通株式　   190,000株

 

平成17年６月21日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

普通株式　    60,000株

平成18年12月6日取締役会

決議ストックオプション 

 （新株予約権）  

平成19年7月3日付で行使終

了済 

①当社の新株予約権

平成12年６月28日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（自己株式取得方式）

平成18年６月28日付で行

使期間終了済

平成16年６月24日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

普通株式　　 192,000株

平成17年６月21日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン 

 （新株予約権） 

普通株式      65,000株

平成18年12月6日取締役会

決議ストックオプション 

 （新株予約権） 

普通株式      970,000株
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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）

 ②持分法適用関連会社㈱

DideoNET-JAPANの新株予約

権

平成19年２月14日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

普通株式　　　　1,020株

③持分法適用関連会社プラ

マイゼロ㈱の新株予約権 

平成19年３月28日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

 普通株式　　    1,600株

平成19年７月11日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン

 （新株予約権）

 普通株式　　    6,000株

②持分法適用関連会社㈱

DideoNET-JAPANの新株予約

権

平成19年２月14日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

 普通株式　　　　1,260株

③連結子会社プラマイゼロ

㈱の新株予約権 

平成19年３月28日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン

 （新株予約権）

普通株式　　    1,600株
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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）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（１）平成18年12月６日開催の取締役

会において、株式会社新生銀行に対し、

新株予約権（以下、「本新株予約権」

という。）300個を付与いたしました。

内容は以下のとおりであります。

①本新株予約権の目的となる株式の種

類および数

普通株式　　3,000,000株

②本新株予約権の発行価額

2,400千円（新株予約権1個あたり

8,000円）

③資本組入額

241,200,000円

④申込期日

平成18年12月21日

⑤割当日及び払込期日

平成18年12月21日

⑥本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は、行使価額（以下

に定義する。）に割当株式数を乗じ

た額とする。

本新株予約権の行使により当社が当

社普通株式を交付する場合における

株式1株あたりの払込金額（以下「行

使価額」という。)は、当初160円

（以下「当初行使価額」という。）

とする。

⑦行使価額の修正

行使価額は、平成18年12月22日以降、

平成19年1月12日まで、毎日、直前取

引日までの3連続取引日の株式会社

ジャスダック証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の終値

の単純平均値の90％に相当する金額

に、平成19年1月15日以降、毎週週初

めの取引日に、直前の取引日を含む

前３連続取引日の株式会社ジャス

ダック証券取引所における当社普通

株式の普通取引の毎日の終値の単純

平均値の90％に相当する金額に、修

正される。かかる計算において、円

位未満小数第１位まで算出し、小数

第１位を切捨て、かかる計算された

行使価額を修正後行使価額という。

修正後行使価額が96円を下回る場合

には、修正後行使価額は下限行使価

額とし、320円を上回る場合には、修

正後行使価額は上限行使価額とする。

（１）当社とプリヴェとの平成19年9月

27日付締結基本合意書及び覚書に基づ

き、プリヴェが当社株式に対して行う

公開買付けが平成19年10月26日に成立

し、また、プリヴェを割当先とした第

三者割当による新株式の発行が平成19

年11月1日に実行されました。上記の

プリヴェによる当社株式の公開買付け

及びタカラトミーによる本公開買付け

への応募並びにプリヴェを割当先とす

る第三者割当による当社新株式の発行

により、平成19年11月1日付（公開買

付けの決済開始日及び増資の払込期

日）にて、当社の親会社及び主要株主

の異動が生じました。

  今後につきましては、平成20年２月

下旬開催予定の両社の臨時株主総会の

承認を条件に、平成20年4月1日を期日

として、会社分割を行い、会社分割後

の持株会社となった当社を存続会社と

してプリヴェと合併し、その上で、

「プリヴェ　ファンド　グループ株式

会社」に商号変更をする予定です。

 《親会社及び主要株主の異動》

(1)親会社及び主要株主に該当するこ

  ととなる株主の概要

①名称 プリヴェ企業投資ホールディ

  ングス株式会社

②本店所在地 東京都千代田区霞が関

　3-2-5

③代表者 代表取締役社長 松村謙三

④資本金の額 16,865百万円

 （平成19年3月31日現在）

⑤主な事業内容 国内外の会社の株式

  または出資を取得、所有することに

  よる当該会社の事業活動の支配、管

　理

⑥当社との関係　該当事項ありませ

　ん。

⑦事業年度末日 3月31日

⑧上場取引所 東京証券取引所 市場

　第二部

(2)主要株主に該当しないこととなる

  株主の概要 

①名称 株式会社タカラトミー

②本店所在地 東京都葛飾区立石7-9-

  10

③代表者 代表取締役社長 富山幹太郎

④資本金の額 3,459百万円

 （平成19年3月31日現在）

(１）新株予約権の行使による増資

　平成19年４月１日から平成19年６月

27日までの間に、新株予約権（平成18

年12月６日付取締役会決議分）の行使

により、株式数等が以下のとおり増加

いたしました。

増加した株式の種類及び数　

　　　　普通株式　　 410,000株

増加した資本金　　　19,844千円

増加した資本準備金　19,844千円  
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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）

⑧新株予約権の行使期間 

平成18年12月22日から平成21年12月

21日までとする。 

⑨資金の使途

構造改革費用、研究開発費、財務面

の強化及び運転資金へ充当 

（２）平成18年12月6日開催の取締役会

において、「平成18年度～20年度中期

経営計画（企業再生計画）」が承認さ

れました。 

①策定方針 

当社は、ここ数年、カー用品のアフ

ターマーケット縮小の影響を受け、

売上高が減少するなど厳しい経営環

境にさらされております。このよう

な中で、㈱タカラトミーより雑貨事

業の移管を受けて売上の拡大をは

かっておりますが、収益改善にまで

は至っておりません。また、平成18

年２月に子会社３社を取得し、当期

よりグループ経営となりましたが、

足元は各社とも厳しい状況が続いて

おります。この状況を打開するため

に、グループ全体で事業領域とポジ

ショニングの明確化をはかるととも

に人員削減も含めたコスト削減等の

構造改革を進め、スリムな体制で収

益を出せる企業体を目指してまいり

ます。その位置づけとして「平成18

～20年度中期経営計画（企業再生計

画）」を策定いたしました。 

②計画の概要 

経営理念 

心に響き、感動体験を残すことがで

きるモノづくりに向けて常に改革を

目指します。

  思いやりを育む絆づくりに向けて常

に改革を目指します。 

ステークホルダーとの共存に向けて

常に改革を目指します。 

事業領域 

 当社を中心とするライフエンターテ

インメントグループとして、カー用品

事業、雑貨・玩具事業にフォーカスす

るとともに、プラマイゼロの生活家電

事業とDideoNET-JAPAN／ＳＥＥＢＯ

Ｘ事業を成長事業として位置づけてお

ります。

⑤主な事業内容 玩具・雑貨・カー 

  ドゲーム・家庭用ゲームソフト・

  乳幼児関連商品等の企画、製造お

  よび販売  

⑥当社との関係

  当社取締役会長佐藤慶太氏は同社

  取締役副社長を兼務しており、当

  社社外監査役野上順氏は同社社外

  監査役を兼務しております。

  資金の借入、商品の仕入、製品の

  売上等の取引があります。

⑦事業年度末日 3月31日

⑧上場取引所 東京証券取引所 市場 

  第一部

(3)異動前後における当該株主の所有

　議決権数びその議決権の総数に対

  する割合 

①プリヴェ企業投資ホールディング

　ス株式会社

　異動前　 　　0個（－）　

　異動後　18,441個（65.22％）

②株式会社タカラトミー

　異動前　 1,598個（13.77％）

　異動後   　400個（1.41％）

(注)議決権総数に対する割合は、平成

19年9月30日現在の議決権総数を元とし

て、単純に公開買付け及び増資による

影響数を加減算の上、計算しておりま

す。

《公開買付け》

①買付け等の期間

　平成19年9月28日から平成19年10

　月26日まで（20営業日）

②買付け等に係る株券等の種類

  普通株式

③買付等の価格

　１株につき、金60円

④公開買付けの結果（応募の状況）

  株式に換算した買付予定数   

    1,198,000株

  株式に換算した超過予定数

      856,000株

  株式に換算した買付予定数及び超

　過予定数の合計

 　 2,054,000株

  株式に換算した応募数

    1,775,600株

  株式に換算した買付数

    1,775,600株  
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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）

基本方針

1)カーアクセサリー分野でマーケッ

ト・リーダーを目指す

2)玩具事業をグループで統合し、ベー

スとなる寿命の長いキャラクターの

育成とトレンドを先取りした雑貨・

玩具の開発に資源を集中する

3)キッチン・リビングといった生活に

密着した家電にデザインという付加

価値を提供し、デザイン家電でトッ

プブランドを育成する

4)安定した収益構造の事業体を目指す

重点戦略

1)連結経常利益率5％の確保を目指す

2)景気変動に対応できる強固な収益・

コスト構造を確立する

3)財務体質の強化を目指す

4)徹底した原価率の逓減を進める

5)グループの再編、資本政策の見直し

をはかる

6)資産（特に棚卸資産）の圧縮を進め

る

 再生計画の骨子

1)抜本的な事業・組織のリストラクチャ

リング希望退職募集による人員削減を

進め、スリムな経営・管理部門組織を

構築するとともに現場機能の補強を推

し進めます。

 2)事業領域とポジショニングの明確化

既存事業のカー用品事業を収益基盤と

して位置付け、ＳＫＵ（商品の数）の

絞込みをはかり実用性・確実性に基づ

くアクセサリー事業の運営を進めます。

雑貨・玩具事業を安定基盤として位置

付け、キャラクター定番の育成とトレ

ンディ雑貨・玩具の開発を推進いたし

ます。また、成長事業として、デザイ

ン家電、動画配信を位置付けます。 

 ③連結事業計画数値　　　　

 （単位：百万円)

平成18年度 平成19年度 平成20年度

売上高 6,300 7,100 9,000

営業利益 △160 100 320

経常利益 △200 220 450

税引後

当期純利益
△50 170 330

⑤公開買付けの成否

  応募株券等の総数（1,775,600株） 

  が、株式に換算した買付予定数

  （1,198,000株）以上で、かつ、株

  式に換算した買付予定数及び超過予

 定数の合計（2,054,000株）以下の

 ため、応募株券等の全部の買付け等

 を行うこととなりました。

⑥決済の開始日　平成19年11月1日

 《第三者割当による新株式の発行》

①発行新株式数

　普通株式　16,666,000株

②発行価額 　１株につき　金60円

③発行価額の総額  999,960,000円

④資本組入額 １株につき　金30円

⑤募集又は割当方法 第三者割当の方

  法によりプリヴェに16,666,000株を

  割当てる。

⑥申込期間 平成19年10月29日から平

  成19年10月31日

⑦払込期日     平成19年11月1日

⑧新株券交付日 平成19年11月1日  

《会社分割》 

(1)会社分割の要旨

①分割方式

  当社を分割会社とし、当社の事業を

  新たに設立する会社に承継させる新

  設分割です。

②株式の割当て

  本会社分割に際し、新設会社は新株

  式を発行し、新株式のすべてを当社

  に割当てます。

③当社の新株予約権及び新株予約権付社

債に関する取扱い

  当社は、ストックオプションとして

  新株予約権を発行しておりますが、

  会社分割に際して、新株予約権の新

  設会社への承継は予定しておりませ

  ん。

④会計処理の概要

  当社（分割会社）においては、新設

  会社（承継会社）に承継させる資産

  と負債の差額を子会社株式に計上い

  たします。新設会社（承継会社）に

  おいては、承継した資産と負債の差

  額を純資産の部に計上いたします。

⑤承継会社が承継する権利義務

  すべての資産、債務及びこれらに付

  随する権利義務並びに契約上の地位

  を承継します。
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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）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（３）平成18年12月６日開催の取締役

会において、希望退職の募集を行うこ

とを決定いたしました。内容は以下の

とおりであります。 

①希望退職募集の理由 

当社の経営体質のスリム化を目指し、人

員適正化による人件費の削減に取り組み

ます。その具体策として、希望退職の募

集を行うことといたしました。 

②希望退職者募集の概要

1)募集対象者

 平成18年11月30日現在で、30歳以上の

 従業員

2)募集人数

 15名程度

（平成18年11月30日現在の従業員数79

 名）

3)募集期間 

 平成18年12月11日～平成18年12月22日

4)退職日

 平成18年１月31日～３月31日 

5)概算費用

 約50百万円

6)その他

 退職者に対し、会社都合扱いの退職金

 に加え特別加算金を支給いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥債務履行の見込み

  本会社分割後に承継会社が負担すべ

  き債務については、その履行期にお

  ける履行の見込みがあると判断して

  おります。

(2)新設会社の概要

①商号 イー・レヴォリューション株

  式会社

②主な事業内容 カー用品及び雑貨の

  製造、販売

③設立年月日（登記予定日） 平成20

  年4月1日

④本店所在地 東京都千代田区神田岩

  本町２番地

⑤代表者 代表取締役社長　久保亮三

⑥資本金の額 未定

⑦発行済株式総数 未定

⑧大株主構成及び持株比率 イー・レ

  ヴォリューションホールディングス

  株式会社（仮称） 100％

⑨純資産 未定

⑩総資産 未定

⑪決算期 3月31日

⑫従業員数 ６５名（予定）

(注)分割会社であるイー・レヴォリュ

  ーション株式会社は、平成２０年４

  月１日付でイー・レヴォリューショ

  ンホールディングス株式会社（仮

  称）に商号変更した後、合併後プリ

  ヴェ ファンド グループ株式会社に

  商号変更となり、承継会社は新設会

  社であるイー・レヴォリューション

  株式会社となる予定です。 

《合併》

(1)合併の要旨

①合併方式 当社を存続会社とする吸

  収合併方式で、プリヴェは解散しま

  す。

②合併比率 プリヴェの株式1株に対し

  て当社の株式0.695株を割当て交付

  する。

③合併の効力発生日 平成20年4月1日 

④合併により発行する新株式数

  合併比率に基づいて、プリヴェ株

  主に対して発行される当社の新株式

  の総数は336,363,516株（予定）と

  なります。

⑤合併交付金 合併交付金はありませ

  ん。
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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）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)合併後の状況（予定）

①商号 プリヴェ ファンド グループ

  株式会社

②主な事業内容 国内外の会社の株式

  または出資を取得、所有することに

  よる当該会社の事業活動の支配、管

  理 

③本店所在地 東京都千代田区霞が関

  3-2-5

④代表者 代表取締役社長　松村謙三

⑤資本金の額 未定

⑥総資産 未定

⑦事業年度の末日 ３月31日

⑧本合併が当社の業績に与える影響  

《今後の日程》

平成19年12月下旬 臨時株主総会基準

　　　　　　　　 日

平成20年1月下旬  新設分割計画作成

                 合併契約書締結

平成20年2月下旬  新設分割計画、合

                 併契約承認臨時株

                 主総会

平成20年4月1日   新設分割会社の設

                 立登記の予定日

                （成立日）

                 合併の予定日

                （効力発生日）

                 商号変更  

　なお、当社は、本合併によりジャス

ダックから猶予期間入り銘柄の指定を受

けることが見込まれております。猶予期

間入りの指定時期及び猶予期間について

は、現時点では未定であります。 

《商号変更》　　　　　　

平成20年4月1日を期日として、下記の商

号変更をする予定です。

①イー・レヴォリューション株式会社

  が一旦イー・レヴォリューションホ

  ールディングス株式会社（仮称）に

  商号変更

②イー・レヴォリューションホールデ

　ィングス株式会社（仮称）がプリヴ

　ェ ファンド グループ株式会社に商

　号変更   

（２）持分法適用関連会社である株式

会社ＳＥＥＢＯＸは、平成19年10月11

日開催の臨時株主総会において、下記

内容にて第三者割当による新株式の発

行を決議し、新株式を発行いたしまし

た。

①発行新株式数　普通株式　2,000株
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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）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②発行価額　１株につき　金50,000円

③発行価額の総額　　 100,000,000円

④資本組入額 １株につき 金25,000円

⑤募集又は割当方法 第三者割当の方

  法によりプリヴェに2,000株を割当

  てる。

⑥払込期日     平成19年10月12日

⑦新株券交付日 平成19年10月12日  

（３）連結子会社であるタカラインデッ

クスｅＲラボ株式会社は、平成19年10月

29日開催の取締役会において、株式会社

ＳＥＥＢＯＸの普通株式を下記内容にて

譲受けすることを決議し、譲受けいたし

ました。

①譲受株式数　普通株式　2,000株

②譲受価額　１株につき　金50,000円

③譲受価額の総額　　 100,000,000円

④譲受先　プリヴェ 

⑤譲受日　平成19年11月2日  

（４）持分法適用関連会社である株式

会社ＤｉｄｅｏＮＥＴ－ＪＡＰＡＮは、

平成19年9月20日開催の臨時株主総会に

おける下記内容の第三者割当による新

株式発行の決議に基づき、新株式を発

行いたしました。

①発行新株式数　普通株式　1,000株

②発行価額　１株につき　金50,000円

③発行価額の総額　　  50,000,000円

④資本組入額 １株につき 金25,325円

⑤募集又は割当方法　第三者割当の方

  法によりＤｉｄｅｏＮＥＴ Ｃｏ.,

  Ｌｔｄ.に1,000株を割当てる。

⑥申込期間 平成19年10月19日から平

  成19年10月26日

⑦払込期間 平成19年10月29日から平

  成19年10月30日

⑧新株券交付日 平成19年10月30日   

 

イー・レヴォリューション㈱ (4233) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 43 －



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

前事業年度の要約貸借対照表
（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  125,376   89,414    53,549   

２　受取手形 ※５ 184,257   40,137    37,648   

３　売掛金  652,419   562,328    642,901   

４　たな卸資産  768,189   694,586    686,792   

５　短期貸付金  199,000   100,000    150,000   

６　その他 ※３ 54,792   49,600    41,259   

貸倒引当金  △101,034   △24,118    △97,182   

流動資産合計   1,883,001 69.3  1,511,948 79.1 △371,052  1,514,971 70.8

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 122,244   35,960    76,853   

(2）土地  133,110   59,110    95,464   

(3）その他 ※２ 34,483   ―    20,411   

有形固定資産
合計

 289,838  10.7 95,070  5.0  192,730  9.0

２　無形固定資産  9,638  0.3 ―  0.0  7,712  0.4

３　投資その他の
資産

           

  (1）関係会社
 株式

 336,800   336,604    336,800   

(2）長期営業
 債権

 252,611   247,761    249,311   

(3）破産更生
 債権等

 7,141   ―    210   

(3）その他  215,512   94,029    103,447   

貸倒引当金  △277,304   △262,973    △265,573   

投資損失
引当金

 ―   △112,390    ―   

投資その他の
資産合計

 534,760  19.7 303,032  15.9  424,196  19.8

固定資産合計   834,238 30.7  398,102 20.9 △436,135  624,639 29.2

資産合計   2,717,239 100.0  1,910,051 100.0 △807,188  2,139,611 100.0
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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

前事業年度の要約貸借対照表
（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　支払手形  282,273   ―    487   

２　買掛金  218,308   342,104    333,439   

３　短期借入金 ※１ 755,000   755,000    755,000   

４　未払金  ―   135,001    111,849   

５　未払法人税等  5,620   5,402    8,684   

６　賞与引当金  29,173   22,566    21,750   

７　返品引当金  144,124   112,196    168,097   

８　その他 ※３ 136,112   40,606    97,917   

流動負債合計   1,570,614 57.8  1,412,879 74.0 △157,735  1,497,229 70.0

Ⅱ　固定負債            

１　繰延税金負債  10,045   ―    ―   

２　退職給付
引当金

 55,490   48,641    45,181   

３　役員退職慰労
引当金

 700   ―    700   

４　その他  5,713   26,740    4,915   

固定負債合計   71,949 2.6  75,382 3.9 3,432  50,797 2.4

負債合計   1,642,564 60.4  1,488,261 77.9 △154,303  1,548,026 72.4

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   952,480 35.1  1,136,085 59.5 183,605  1,089,137 50.9

 　２　資本剰余金            

 　　(1）資本準備金  510,676   694,281    647,333   

(2）その他資本
剰余金

 245,808   245,808    245,808   

 　　　資本剰余金合計   756,484 27.8  940,089 49.2 183,605  893,141 41.7

 　３　利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益
剰余金

 △538,066   △1,533,287    △1,275,481   

 　　　利益剰余金
合計

  △538,066 △19.8  △1,533,287 △80.3 △995,221  △1,275,481 △59.6

 　４　自己株式   △110,865 △4.1  △111,132 △5.8 △267  △111,004 △5.2

 　　　　株主資本
合計

  1,060,032 39.0  431,754 22.6 △628,278  595,793 27.8

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

 　１　その他有価証券
評価差額金

  14,642 0.6  △9,964 △0.5 △24,606  △4,984 △0.2

 　　評価・換算差額等
合計

  14,642 0.6  △9,964 △0.5 △24,606  △4,984 △0.2

 Ⅲ  新株予約権   ― ―  ― ― ―  776 0.0

 　　純資産合計   1,074,675 39.6  421,790 22.1 △652,885  591,584 27.6

 　　負債純資産合計   2,717,239 100.0  1,910,051 100.0 △807,188  2,139,611 100.0
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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

前事業年度の要約損益計算書
（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   1,633,166 100.0  1,528,165 100.0 △105,001  2,966,008 100.0

Ⅱ　売上原価   1,045,650 64.0  1,101,187 72.1 55,536  2,093,754 70.6

返品引当調整
前売上総利益

  587,515 36.0  426,977 27.9 △160,537  872,254 29.4

返品引当金戻
入額

  189,339 11.5  168,097 11.0 △21,241  189,339 6.4

返品引当金繰
入額

  144,124 △8.8  112,196 △7.3 △31,928  168,097 5.7

売上総利益   632,730 38.7  482,879 31.6 △149,850  893,495 30.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  759,202 46.4  615,967 40.3 △143,850  1,547,850 52.2

営業損失   126,471 △7.7  133,088 △8.7 6,616  654,355
△

22.1

Ⅳ　営業外収益            

受取利息  1,575   1,922    4,043   

その他 ※１ 9,668 11,243 0.7 6,632 8,554 0.5 △2,688 16,714 20,758 0.7

Ⅴ　営業外費用            

支払利息  6,870   9,352    15,703   

その他 ※２ 6,126 12,997 0.8 4,310 13,662 0.9 665 19,856 35,560 1.2

経常損失   128,224 △7.8  138,196 △9.1 9,971  669,156
△

22.6

Ⅵ　特別利益 ※３  99,828 6.1  128,423 8.4 28,595  128,191 4.3

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 ― ―  244,677 16.0 244,677  221,456 7.4

税引前中間(当
期)純損失

  28,396 △1.7  254,450
△

16.7
226,053  762,421

△
25.7

法人税、住民
税及び事業税

 3,641   3,356    7,031   

法人税等調整額  ― 3,641 0.2 ― 3,356 0.2 △285 ― 7,031 0.2

中間(当期）純
損失

  32,037 △1.9  257,806
△

16.9
225,768  769,452

△
25.9
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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
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
952,480 510,676 245,808 756,484 △506,029 △506,029 △110,564 1,092,371

中間会計期間中の変動額

中間純損失     △32,037 △32,037  △32,037

自己株式の取得       △301 △301

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）
― ― ― ― △32,037 △32,037 △301 △32,338

平成18年９月30日　残高

（千円）
952,480 510,676 245,808 756,484 △538,066 △538,066 △110,865 1,060,032

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18年３月31日　残高

（千円）
14,378 14,378 1,106,750

中間会計期間中の変動額

中間純損失   △32,037

自己株式の取得   △301

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
263 263 263

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
263 263 △32,074

平成18年９月30日　残高

（千円）
14,642 14,642 1,074,675
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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
合計繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,089,137 647,333 245,808 893,141 △1,275,481 △1,275,481 △111,004 595,793

中間会計期間中の変動額

新株の発行 46,948 46,948  46,948    93,896

中間純損失     △257,806 △257,806  △257,806

自己株式の取得       △128 △128

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）
46,948 46,948 ― 46,948 △257,806 △257,806 △128 △164,039

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,136,085 694,281 245,808 940,089 △1,533,287 △1,533,287 △111,132 431,754

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19年３月31日　残高

（千円）
△4,984 △4,984 776 591,584

中間会計期間中の変動額

新株の発行    93,896

中間純損失    △257,806

自己株式の取得    △128

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△4,979 △4,979 △776 △5,755

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△4,979 △4,979 △776 △169,794

平成19年９月30日　残高

（千円）
△9,964 △9,964 ― 421,790
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

952,480 510,676 245,808 756,484 △506,029 △506,029 △110,564 1,092,371

事業年度中の変動額

新株の発行 136,657 136,657  136,657    273,314

当期純損失     △769,452 △769,452  △769,452

自己株式の取得       △439 △439

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）

136,657 136,657 ― 136,657 △769,452 △769,452 △439 △496,578

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,089,137 647,333 245,808 893,141 △1,275,481 △1,275,481 △111,004 595,793

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）

14,378 14,378 ― 1,106,750

事業年度中の変動額

新株の発行    273,314

当期純損失    △769,452

自己株式の取得    △439

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△19,363 △19,363 776 △18,587

事業年度中の変動額合計
（千円）

△19,363 △19,363 776 △515,165

平成19年３月31日　残高
（千円）

△4,984 △4,984 776 591,584
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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、前事業年度において、161

百万円の営業損失及び552百万円の当

期純損失をを計上し、４期連続で営業

キャッシュ・フローもマイナスとなり

ました。また、当中間会計期間におい

ても、126百万円の営業損失及び32百

万円の中間純損失を計上しました。

当該状況により、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。

当社は、当該状況を解消すべく、以下

も含めた経営改革を実行してまいりま

す。 

１．収益性の改善

（1）カーライフ事業部は、人員の効

果的な再配置により、営業利益段階で

黒字化を達成することは出来ましたが、

計画していました売上には至りません

でした。更なる販売強化に努めるとと

もに、製品アイテム数の削減による効

率化も継続してまいります。

（2）今期特販事業部を新設いたしま

したが人員の拡充が計画通り進まず、

計画しておりました売上には至りませ

んでした。今後は、カーライフ事業部

における特販チームとして、カーライ

フ事業部とのシナジーを効かせ引き続

きベンダー事業の差別化と拡大および

OEM事業の拡大を図ってまいります。

（3）e-LIFE事業部（旧雑貨事業部）

は、人員補強により売上高は前年に比

べ伸張したものの、新製品の投入が遅

れるなど計画していた売上高には至り

ませんでした。今後は、新製品を計画

通り市場に投入することで売上の達成

に努めてまいります。

（4）引き続き、人件費を含めた経費

の削減に努めてまいります。

　当社は、前事業年度においても、654

百万円の営業損失及び769百万円の当

期純損失を計上し、５期連続で営業

キャッシュ・フローもマイナスとなり

ました。また、当中間会計期間におい

ても、133百万円の営業損失及び257百

万円の中間純損失を計上しました。

当該状況により、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。

当社は、当該状況を解消すべく、以下

も含めた経営改革を実行してまいりま

す。 

１．収益性の改善

（1）カーライフ事業部が、経費削減

を推進いたしましたが、返品の増加に

より、売上が伸び悩むとともに返品の

解体損失が発生し、また、製品と比較

して低粗利率の他社品商材の販売増加

等により原価率高となる等の要因によ

り、営業利益段階で黒字化したものの

計画した利益には至りませんでした。

今後は、更なる販売強化に努めるとと

もに、返品のない販売ルートの開拓及

び他社ＯＥＭ品の拡充等による返品率

の抑制を図り、また、製品アイテム数

の削減による効率化も継続してまいり

ます。

（2）ｅ－ＬＩＦＥ事業部においては、

計画した売上高を達成はしたものの、

前年を下回る数値にとどまり、売上高

を確保するための広告宣伝費の増加等

により損失を計上するに至りました。

今後は、定番品の育成と新製品の開発

に注力するとともに新製品を計画通り

市場に投入することで売上の達成に努

めてまいります。

（3）引き続き、経費の削減に努めて

まいります。

　当社は、当事業年度においても、654

百万円の営業損失及び769百万円の当

期純損失を計上し、５期連続で営業

キャッシュ・フローもマイナスとなり

ました。

当該状況により、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。

当社は、当該状況を解消すべく、以下

も含めた経営改革を実行してまいりま

す。

 

 

 １．収益性の改善

（1）カーライフ事業部は、人員削減

等の経費削減を推進いたしましたが、

下期に売上が伸び悩むなど計画してい

ました売上には至らず、黒字化を達成

することはできませんでした。更なる

販売強化に努めるとともに、製品アイ

テム数の削減による効率化も継続して

まいります。

（2）今期特販事業部を新設いたしま

したが人員の拡充が計画通り進まず、

計画しておりました売上には至りませ

んでした。今後は、カーライフ事業部

における特販チームとして、カーライ

フ事業部とのシナジーを効かせ、引き

続きベンダー事業の差別化と拡大及び

ＯＥＭ事業の拡大を図ってまいりま

す。

（3）ｅ－ＬＩＦＥ事業部（旧雑貨事

業部）は、人員補強により売上高は前

年に比べ伸張したものの、新製品の投

入が遅れるなど計画していた売上高に

は至りませんでした。今後は、定番品

の育成と新製品を計画通り市場に投入

することで売上の達成に努めてまいり

ます。

（4）引き続き、人件費を含めた経費

の削減に努めてまいります。
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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）

２．資金の安定化

前期に債務超過に陥りました子会社で

あるタカラインデックスeRラボ株式会

社は、平成18年5月の第三者割当増資

254百万円（当社割当額125百万円）に

より債務超過を解消するとともに、当

社は、同社へ195百万円の貸付を行い

資金の安定化をはかりました。

３．事業の再構築のための外部支援受

け入れ

株式会社リヴァンプと平成18年3月31

日に締結した業務委託契約に基づき、

株式会社リヴァンプより取締役1名他

を受け入れました。当該取締役は、グ

ループ会社を統括し、グループ全体の

戦略を担う経営戦略室を担当しており

ます。引き続きリヴァンプの企業ネッ

トワーク及び人的ネットワークを活用

し、リヴァンプの支援の下で事業の再

構築を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 ２．資金の安定化

　当社は、平成18年12月21日付で第三

者割当の方法により新生銀行を割当先

とする新株予約権300個を発行しました

が、当中間会計期間において、その内

の残97個の権利行使により、93百万円

の資金調達を行い、資金の安定化をは

かりました。

　また、当社は、平成19年6月28日開催

の取締役会において、当社が所有する

プラマイゼロ株式会社の株式25,600株

の内の1,000株について、譲渡すること

を決議し、平成19年6月29日に譲渡する

ことにより、21百万円の資金調達を行

い、資金の安定化をはかりました。

　更に、当社は、平成19年9月27日開催

の取締役会において、プリヴェを割当

先とした第三者割当による新株式（発

行株式数：16,666,000株、発行価額の

総額：999百万円、払込期日：平成19年

11月1日）の発行を決議し、資金の安定

化をはかりました。

 ３．事業の再構築のための外部支援

受け入れ

　当社は、平成18年3月31日付のリヴァ

ンプとの業務委託契約締結以降、リ

ヴァンプからスタッフを受け入れてお

ります。当該スタッフは、経営戦略に

基づき、新規事業の確立に注力してお

ります。当社は、引き続きリヴァンプ

の企業ネットワーク及び人的ネット

ワークを活用して事業の再構築を進め

てまいります。 

　更に、当社は、平成19年9月27日開

催の取締役会決議に基づき、プリヴェ

が当社株式に対して行う公開買付けに

賛同すること、プリヴェを割当先とし

た第三者割当による新株式の発行を行

うこと、及び当社が会社分割を行い、

平成20年4月1日を期日として、会社分

割により持株会社となった当社とプリ

ヴェが合併することを内容とする当社

の企業再生に向けた基本合意書及び覚

書をプリヴェとの間で締結いたしまし

た。当社は、プリヴェの企業再生に関

するノウハウや高度な専門知識を活用

して事業の再構築を進めてまいりま

す。 

２．資金の安定化

前事業年度に債務超過に陥りました子

会社であるタカラインデックスｅＲラ

ボ株式会社は、平成18年５月の第三者

割当増資254百万円（当社割当額125百

万円）により債務超過を解消するとと

もに、当社は、同社へ195百万円の貸

付を行い資金の安定化をはかりました。

また、当社は、平成18年12月21日付で

第三者割当の方法により株式会社新生

銀行を割当先とする新株予約権300個

を発行し、その内、203個の権利行使

により、273百万円の資金調達を行い、

資金の安定化をはかりました。

３．事業の再構築のための外部支援受

け入れ

株式会社リヴァンプと平成18年３月31

日に締結した業務委託契約に基づき、

株式会社リヴァンプより取締役１名他

を受け入れました。当該取締役は、グ

ループ会社を統括し、グループ全体の

戦略を担う経営戦略室を担当しており

ます。引き続き株式会社リヴァンプの

企業ネットワーク及び人的ネットワー

クを活用し、株式会社リヴァンプの支

援の下で事業の再構築を進めてまいり

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）

４．平成18年12月６日開催の取締役会

において、企業再生を果たすべく「平

成18年度～20年度中期経営計画（企業

再生計画）」を策定し、実行してまい

ります。 

　(1)抜本的な事業・組織のリストラ

クチャリング

 希望退職者募集による人員削減を進

め、スリムな経営・管理部門組織を構

築するとともに現場昨日の補強を推し

進めます。

 （2)事業領域とポジショニング

 既存事業のカー用品事業を収益基盤

として位置付け、ＳＫＵ（商品の数）

の絞込みをはかり実用性・確実性に基

づくアクセサリー事業の運営を進めま

す。雑貨・玩具の開発を推進いたしま

す。また、成長事業としてデザイン家

電、動画配信を位置付けます。

中間財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。 

 

４．平成18年12月６日開催の取締役会

において決議いたしました「平成18年

度～20年度中期経営計画（企業再生計

画）」を実行し、企業再生を果たして

まいります。

　(1)抜本的な事業・組織のリストラ

クチャリング

 削減した後の人員の再配置を進め、

スリムな経営・管理部門組織を構築す

るとともに現場機能の補強を推し進め

ます。

　（2)事業領域とポジショニングの明

確化

既存事業のカー用品事業を収益基盤と

して位置付け、製品アイテム数の削減

をはかり実用性・確実性に基づくアク

セサリー事業の運営を進めます。雑

貨・玩具の開発を推進いたします。ま

た、成長事業として動画配信を位置付

けます。 

中間財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。 

４．平成18年12月６日開催の取締役会

において企業再生を果たすべく策定し

た「平成18年度～20年度中期経営計画

（企業再生計画）」を実行してまいり

ます。 

（1)抜本的な事業・組織のリストラ

 クチャリング 

希望退職者募集により15名の人員削減

を進めました。これによりスリムな経

営・管理部門組織を構築するとともに

現場機能の補強を推し進めます。 

（2)事業領域とポジショニング 

既存事業のカー用品事業を収益基盤と

して位置付け、製品アイテム数の削減

をはかり実用性・確実性に基づくカー

アクセサリー事業の運営を進めます。

あわせて、雑貨・玩具の開発強化を推

進いたします。また、成長事業として

デザイン家電を位置付けます。 

財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の

影響を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

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

 　　　子会社株式

 　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 　　　子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

 　　　子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　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

(2）たな卸資産

　総平均法による原価法によって

おります。

(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

　定率法によっております。

主な耐用年数：

建物

３年～50年

工具器具及び備品

２年～15年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ1,410千円減少しております。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ409千円減少しております。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左
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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）

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却をしております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

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。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

ａ　一般債権

　貸倒実績率法によっておりま

す。

  ａ　一般債権

同左　

  ａ　一般債権

 同左　

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生債

権等

　個別の債権ごとに回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生

    債権等

 同左

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生

    債権等

 同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づいて計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）返品引当金

　販売した製品の返品による損失

に備えるため、経験率に基づいて

算出した返品見込額のうちの売買

利益相当額並びに損傷製品につい

ては廃棄処分見込額又は再生時に

生ずる解体損失見込額を引当計上

しております。

(3）返品引当金

同左

(3）返品引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため

当中間会計期間末における退職給

付債務額（簡便法による）から、

特定退職金共済制度による給付額

を控除した残高を計上しておりま

す。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため

期末における退職給付債務額（簡

便法による）から、特定退職金共

済制度による給付額を控除した残

高を計上しております。
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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）

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を引当計上しております。

　平成17年６月21日開催の定時株

主総会において、本総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃

止し、本総会において再任される

各取締役及び監査役に対し、本総

会終結の時までの在任期間に対応

した役員退職慰労金の打ち切り支

給を決議いたしました。また、再

任された役員に対する役員退職慰

労金は、それぞれの退任時に支給

することといたしました。

(5）　　――――――――

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額を引当計上しております。

　平成17年６月21日開催の定時株

主総会において、本総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃

止し、本総会において再任される

各取締役及び監査役に対し、本総

会終結の時までの在任期間に対応

した役員退職慰労金の打ち切り支

給を決議いたしました。また、再

任される役員に対する役員退職慰

労金は、それぞれの退任時に支給

することといたしました。

(6）　　――――――――

 

 

(6）投資損失引当金

　関係会社等の投資に係る損失に

備えるため当該会社の財政状態を

勘案して、必要額を計上しており

ます。

(6）　　――――――――

 

 

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

するもの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　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左

５　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き方式によっておりま

す。

５　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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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）

―――――――― （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1,074,675千円であります。

　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。

 　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

590,808千円であります。

　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。

表示方法の変更

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）

―――――――― （中間貸借対照表）

  前中間会計期間において投資その他の資産に区分掲記し

ていた「破産更生債権等」(当中間会計期間210千円）は資

産総額に対して軽微となったため、当中間会計期間より、

「その他」に含めて表示しております。

  前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」（前中間会計期間　　　

94,755千円）は、負債及び純資産総額の100分の５超となっ

たため、当中間会計期間より区分掲記しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成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　担保資産

担保に供されている資産

※１　担保資産

担保に供されている資産

※１　担保資産

担保に供されている資産

建物 26,441 千円

土地 63,707  

合計 90,148  

建物 10,690 千円

土地 54,310  

合計 65,000  

建物 25,798 千円

土地 63,707  

合計 89,505  

上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容

短期借入金 250,000 千円 短期借入金 250,000 千円 短期借入金 250,000 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

     364,611 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

340,797 千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

335,261 千円

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産「その他」に含めて表

示しております。 

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債「その他」に含めて表

示しております。 

 ※３　　　――――――――

 　４　　　――――――――

 

　４　手形割引残高及び裏書譲渡高

割引手形 106,185 千円

 

　４　手形割引残高及び裏書譲渡高

割引手形 90,322 千円

※５　中間期末日満期手形

　　 　中間期末日満期手形の会計処理は、手

     形交換日をもって決済処理しておりま

     す。なお、当中間会計期間の末日は金融

     機関の休日であったため、次の中間期末

     日満期手形が中間期末残高に含まれてお

     ります。

受取手形 65,485 千円

 

※５　中間期末日満期手形

　　 　中間期末日満期手形の会計処理は、手

     形交換日をもって決済処理しておりま

     す。なお、当中間会計期間の末日は金融

     機関の休日であったため、次の中間期末

     日満期手形が中間期末残高に含まれてお

     ります。

受取手形 2,066 千円

割引手形 57,898  

 

※５　期末日満期手形

  期末日満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、

当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれて

おります。

 

割引手形 38,253 千円

 　６　　　――――――――

 

 

　６　企業結合に係る特定勘定　

 　　 該当事項はありません。

 

 　６　　　――――――――
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（中間損益計算書関係）

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）

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　営業外収益その他の主要項目 ※１　営業外収益その他の主要項目 ※１　営業外収益その他の主要項目

受取配当金 905 千円

賃貸収入 4,747  

保険払戻益 1,932  

受取配当金 625 千円

賃貸収入 4,382  

受取配当金 1,666 千円 

賃貸収入 9,230  

保険払戻益 3,276  

※２　営業外費用その他の主要項目 ※２　営業外費用その他の主要項目 ※２　営業外費用その他の主要項目

賃貸費用 1,666 千円

為替差損 2,291  

保険解約損 1,338  

賃貸費用 1,923 千円

為替差損 408  

手形売却損失 1,274  

保証債務費用 10,513 千円 

賃貸費用 3,413  

為替差損 2,756  

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

投資損失引当金戻入益 84,800 千円

貸倒引当金戻入益 12,695  

貸倒引当金戻入益 75,663 千円

債務保証引当金戻入益 22,407  

子会社株式売却益 20,804  

保証債務戻入益 6,913  

投資損失引当金戻入益 84,800 千円

貸倒引当金戻入益 27,226  

固定資産売却益 11,306  

 ※４　　　―――――――― ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

投資損失引当金繰入額 112,390 千円

減損損失 110,755  

合併関連費用 21,357  

棚卸資産処分損 142,690 千円

早期希望退職給付費用 28,568  

債務保証損失引当金

繰入額
22,407  

減損損失 11,750  

 ※５　　　――――――――  ※５　減損損失

　当中間会計期間において、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。

用途 場所 種類
金額

(千円)

事業用

資産

東京都

 千代田区

建物付属

設備
176

他３件 工具器具

備品
21,075

 電話加入権 363

 リース資産 9,889

  　計 31,504

賃貸用

不動産

東京都  土地 9,397

港区 建物 13,034

 
建物付属

設備
1,400

 器具備品 130

 　計 23,962

共用資

産

神奈川県 建物 15,282

厚木市

他１件

建物付属

設備
8,408

 構築物 374

 機械装置 779

 
工具器具

備品
11,596

  借地権 200

  商標権 720

  ソフトウェア 2,598

  電話加入権 3,823

  リース資産 11,506

  計 55,288

　減損損失の算定にあたっては、事業用資産に

ついては本支店・営業所別、賃貸用不動産およ

び遊休資産については個別物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。上記資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

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。

用途 場所 種類
金額

(千円)

事業用

資産

東京都

 千代田区

工具器具

備品
10,154

 ソフトウェア 1,278

 電話加入権 318

  　計 11,750

　減損損失の算定にあたっては、事業用資産に

ついては本支店・営業所別、賃貸用不動産およ

び遊休資産については個別物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。上記資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

　なお、回収可能価額は残存価額により評価し

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）

  　なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価書を

基準とした正味売却価額により評価しておりま

す。

 

 　６　減価償却実施額  　６　減価償却実施額  　６　減価償却実施額

有形固定資産 16,028 千円

無形固定資産 2,581  

有形固定資産 14,265 千円

無形固定資産 806  

有形固定資産 68,067 千円

無形固定資産 4,701  

（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　（注） 404,428 1,200 ― 405,628

合計 404,428 1,200 ― 405,628

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,200株は、単元未満株式の買取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　（注） 406,687 1,459 ― 408,146

合計 406,687 1,459 ― 408,146

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,459株は、単元未満株式の買取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　（注） 404,428 2,259 ― 406,687

合計 404,428 2,259 ― 406,687

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,259株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

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）

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

工具器具

備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

 合計

(千円)

取得価額相

当額
17,875 5,270 23,146

減価償却累

計額相当額
8,039 1,976 10,015

減損損失累

計額相当額
― ― ―

中間期末残

高相当額
9,836 3,294 13,130

工具器具

備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

 合計

(千円)

取得価額相

当額
17,875 5,270 23,146

減価償却累

計額相当額
12,310 3,294 15,604

減損損失累

計額相当額
5,565 1,976 7,541

中間期末残

高相当額
― ― ―

工具器具

備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

 合計

(千円)

取得価額相

当額
17,875 5,270 23,146

減価償却累

計額相当額
10,174 2,635 12,810

減損損失累

計額相当額
― ― ―

期末残高相

当額
7,700 2,635 10,336

なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いため

支払利子込み法により算定しておりま

す。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため支払利子

込み法により算定しております。

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 5,589 千円

１年超 7,541 千円

合計 13,130 千円
 

リース資産減損勘定

の残高
― 千円

   

１年以内 5,352 千円

１年超 2,189 千円

合計 7,541 千円
 

リース資産減損勘定

の残高
7,541 千円

   

１年以内 5,589 千円

１年超 4,746 千円

合計 10,336 千円
 

リース資産減損勘定

の残高
― 千円

   

なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定し

ております。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

支払リース料 2,794 千円

リース資産減損勘定

の取崩額
― 千円

減価償却費相当額 2,794 千円

減損損失 ― 千円

支払リース料 2,794 千円

リース資産減損勘定

の取崩額
― 千円

減価償却費相当額 2,794 千円

減損損失 7,541 千円

支払リース料 5,589 千円

リース資産減損勘定

の取崩額
― 千円

減価償却費相当額 5,589 千円

減損損失 ― 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

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（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    123円55銭 36円06銭 55円08銭

１株当たり中間（当期）純損失   3円68銭 22円72銭 83円82銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、１株当たり中間純

損失を計上することとなっ

たため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、１株当たり中間純

損失を計上することとなっ

たため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純

損失を計上することとなっ

たため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。

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株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 32,037 257,806 769,452

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）
32,037 257,806 769,452

普通株式の期中平均株式数（株） 8,698,801 11,346,377 9,179,780

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

平成12年６月28日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（自己株式取得方式）

平成18年６月28日付で行

使期間終了済

平成16年６月24日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

普通株式　　 238,000株

平成17年６月21日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

 潜在株式の数  86,000株

 

平成16年６月24日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（新株予約権）

普通株式   　190,000株

 

平成17年６月21日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

普通株式　　  60,000株

平成18年12月６日取締役会

決議ストックオプション

（新株予約権）

平成19年7月3日付で行使終

了済 

 

平成12年６月28日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（自己株式取得方式）

平成18年６月28日付で行

使期間終了済

平成16年６月24日定時株

主総会決議ストックオプ

ション

（新株予約権）

普通株式　　 192,000株

平成17年６月21日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン

（新株予約権）

 潜在株式の数　65,000株

平成18年12月６日取締役会

決議ストックオプション

 （新株予約権）

 普通株式　　 970,000株
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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）平成18年12月６日開催の取締役

会において、株式会社新生銀行に対し、

新株予約権（以下、「本新株予約権」

という。）300個を付与いたしました。

内容は以下のとおりであります。

①本新株予約権の目的となる株式の種類

および数

普通株式　　3,000,000株

②本新株予約権の発行価額

2,400千円（新株予約権1個あたり

8,000円）

 ③資本組入額

 241,200,000円

④申込期日

平成18年12月21日

 ⑤割当日及び払込期日

 平成18年12月21日

⑥本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は、行使価 額（以下

に定義する。）に割当株式数を乗じ

た額とする。

本新株予約権の行使により当社が当

社普通株式を交付する場合における

株式1株あたりの払込金額（以下「行

使価額」という。)は、当初160円

（以下「当初行使価額」という。）

とする。

 ⑦行使価額の修正

行使価額は、平成18年12月22日以降、

平成19年1月12日まで、毎日、直前取

引日までの3連続取引日の株式会社

ジャスダック証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎日の終値

の単純平均値の90％に相当する金額

に、平成19年1月15日以降、毎週週初

めの取引日に、直前の取引日を含む

前３連続取引日の株式会社ジャス

ダック証券取引所における当社普通

株式の普通取引の毎日の終値の単純

平均値の90％に相当する金額に、修

正される。かかる計算において、円

位未満小数第１位まで算出し、小数

第１位を切捨て、かかる計算された

行使価額を修正後行使価額という。

修正後行使価額が96円を下回る場合

には、修正後行使価額は下限行使価

額とし、320円を上回る場合には、修

正後行使価額は上限行使価額とする。

（１）当社とプリヴェとの平成19年9月

27日付締結基本合意書及び覚書に基づ

き、プリヴェが当社株式に対して行う

公開買付けが平成19年10月26日に成立

し、また、プリヴェを割当先とした第

三者割当による新株式の発行が平成19

年11月1日に実行されました。上記のプ

リヴェによる当社株式の公開買付け及

びタカラトミーによる本公開買付けへ

の応募並びにプリヴェを割当先とする

第三者割当による当社新株式の発行に

より、平成19年11月1日付（公開買付け

の決済開始日及び増資の払込期日）に

て、当社の親会社及び主要株主の異動

が生じました。

  今後につきましては、平成20年２月

下旬開催予定の両社の臨時株主総会の

承認を条件に、平成20年4月1日を期日

として、会社分割を行い、会社分割後

の持株会社となった当社を存続会社と

してプリヴェと合併し、その上で、「プ

リヴェ　ファンド　グループ株式会社」

に商号変更をする予定です。 

《親会社及び主要株主の異動》

(1)親会社及び主要株主に該当するこ

  ととなる株主の概要

①名称 プリヴェ企業投資ホールディ

  ングス株式会社

②本店所在地 東京都千代田区霞が関

　3-2-5

③代表者 代表取締役社長 松村謙三

④資本金の額 16,865百万円

 （平成19年3月31日現在）

⑤主な事業内容 国内外の会社の株式

  または出資を取得、所有することに

  よる当該会社の事業活動の支配、管

　理

⑥当社との関係　該当事項ありませ

　ん。

⑦事業年度末日 3月31日

⑧上場取引所 東京証券取引所 市場

　第二部

(2)主要株主に該当しないこととなる

  株主の概要 

①名称 株式会社タカラトミー

②本店所在地 東京都葛飾区立石7-9-

  10

③代表者 代表取締役社長 富山幹太郎

④資本金の額 3,459百万円

 （平成19年3月31日現在）

(１）新株予約権の行使による増資

　 平成19年４月１日から平成19年６月

27日までの間に、新株予約権（平成18

年12月６日付取締役会決議分）の行使

により、株式数等が以下のとおり増加

いたしました。

増加した株式の種類及び数　

　　　　普通株式　　　 410,000株

増加した資本金　　　　19,844千円

増加した資本準備金　　19,844千円　
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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）

⑧新株予約権の行使期間

平成18年12月22日から平成21年12月21

日までとする。

⑨資金の使途 

構造改革費用、研究開発費、財務面の

強化及び運転資金へ充当

（２）平成18年12月6日開催の取締役会

において、「平成18年度～20年度中期

経営計画（企業再生計画）」が承認さ

れました。　　　　　

①策定方針

当社は、ここ数年、カー用品のアフ

ターマーケット縮小の影響を受け、

売上高が減少するなど厳しい経営環

境にさらされております。このよう

な中で、㈱タカラトミーより雑貨事

業の移管を受けて売上の拡大をは

かっておりますが、収益改善にまで

は至っておりません。また、平成18

年２月に子会社３社を取得し、当期

よりグループ経営となりましたが、

足元は各社とも厳しい状況が続いて

おります。この状況を打開するため

に、グループ全体で事業領域とポジ

ショニングの明確化をはかるととも

に人員削減も含めたコスト削減等の

構造改革を進め、スリムな体制で収

益を出せる企業体を目指してまいり

ます。その位置づけとして「平成18

～20年度中期経営計画（企業再生計

画）」を策定いたしました。

②計画の概要

経営理念

心に響き、感動体験を残すことがで

きるモノづくりに向けて常に改革を

目指します。

思いやりを育む絆づくりに向けて常

に改革を目指します。

ステークホルダーとの共存に向けて

常に改革を目指します。

事業領域

当社を中心とするライフエンターテ

インメントグループとして、カー用

品事業、雑貨・玩具事業にフォーカ

スするとともに、プラマイゼロの生

活家電事業とDideoNET-JAPAN／ＳＥ

ＥＢＯＸ事業を成長事業として位置

づけております。

⑤主な事業内容 玩具・雑貨・カー 

  ドゲーム・家庭用ゲームソフト・

  乳幼児関連商品等の企画、製造お

  よび販売  

⑥当社との関係

  当社取締役会長佐藤慶太氏は同社

  取締役副社長を兼務しており、当

  社社外監査役野上順氏は同社社外

  監査役を兼務しております。

  資金の借入、商品の仕入、製品の

  売上等の取引があります。

⑦事業年度末日 3月31日

⑧上場取引所 東京証券取引所 市場 

  第一部

(3)異動前後における当該株主の所有

　議決権数びその議決権の総数に対

  する割合 

①プリヴェ企業投資ホールディング

　ス株式会社

　異動前　 　　0個（－）　

　異動後　18,441個（65.22％）

②株式会社タカラトミー

　異動前　 1,598個（13.77％）

　異動後   　400個（1.41％）

(注)議決権総数に対する割合は、平成

19年9月30日現在の議決権総数を元とし

て、単純に公開買付け及び増資による

影響数を加減算の上、計算しておりま

す。   

 《公開買付け》

①買付け等の期間

　平成19年9月28日から平成19年10

　月26日まで（20営業日）

②買付け等に係る株券等の種類

  普通株式

③買付等の価格

　１株につき、金60円

④公開買付けの結果（応募の状況）

  株式に換算した買付予定数   

    1,198,000株

  株式に換算した超過予定数

      856,000株

  株式に換算した買付予定数及び超

　過予定数の合計

 　 2,054,000株

  株式に換算した応募数

    1,775,600株

  株式に換算した買付数

    1,775,600株  
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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）

基本方針

1)カーアクセサリー分野でマーケッ

　ト・リーダーを目指す

2)玩具事業をグループで統合し、ベー

　スとなる寿命の長いキャラクターの

　育成とトレンドを先取りした雑貨・

　玩具の開発に資源を集中する 

3)キッチン・リビングといった生活に

　密着した家電にデザインという付加

　価値を提供し、デザイン家電でトッ

　プブランドを育成する 

4)安定した収益構造の事業体を目指す

重点戦略 

1)連結経常利益率5％の確保を目指す

2)景気変動に対応できる強固な収益・

　コスト構造を確立する

3)財務体質の強化を目指す

4)徹底した原価率の逓減を進める

5)グループの再編、資本政策の見直し

　をはかる

6)資産（特に棚卸資産）の圧縮を進め

　る

再生計画の骨子

1)抜本的な事業・組織のリストラク

チャリング希望退職募集による人員

削減を進め、スリムな経営・管理部

門組織を構築するとともに現場機能

の補強を推し進めます。

2)事業領域とポジショニングの明確化

既存事業のカー用品事業を収益基盤

として位置付け、ＳＫＵ（商品の

数）の絞込みをはかり実用性・確実

性に基づくアクセサリー事業の運営

を進めます。雑貨・玩具事業を安定

基盤として位置付け、キャラクター

定番の育成とトレンディ雑貨・玩具

の開発を推進いたします。また、成

長事業として、デザイン家電、動画

配信を位置付けます。 

 ③連結事業計画数値

　　　　　　   　 （単位：百万円)

平成18年度平成19年度平成20年度

売上高 6,300 7,100 9,000

営業利益 △160 100 320

経常利益 △200 220 450

税引後

当期純利益
△50 170 330

⑤公開買付けの成否

  応募株券等の総数（1,775,600株） 

  が、株式に換算した買付予定数

  （1,198,000株）以上で、かつ、株

  式に換算した買付予定数及び超過予

  定数の合計（2,054,000株）以下の

  ため、応募株券等の全部の買付け等

  を行うこととなりました。

⑥決済の開始日　平成19年11月1日　

  《第三者割当による新株式の発行》

①発行新株式数

　普通株式　16,666,000株

②発行価額 　１株につき　金60円

③発行価額の総額  999,960,000円

④資本組入額 １株につき　金30円

⑤募集又は割当方法 第三者割当の方

  法によりプリヴェに16,666,000株を

  割当てる。

⑥申込期間 平成19年10月29日から平

  成19年10月31日

⑦払込期日     平成19年11月1日

⑧新株券交付日 平成19年11月1日 

《会社分割》 

(1)会社分割の要旨

①分割方式

  当社を分割会社とし、当社の事業を

  新たに設立する会社に承継させる新

  設分割です。

②株式の割当て

  本会社分割に際し、新設会社は新株

  式を発行し、新株式のすべてを当社

  に割当てます。

③当社の新株予約権及び新株予約権付社

債に関する取扱い

  当社は、ストックオプションとして

  新株予約権を発行しておりますが、

  会社分割に際して、新株予約権の新

  設会社への承継は予定しておりませ

  ん。

④会計処理の概要

  当社（分割会社）においては、新設

  会社（承継会社）に承継させる資産

  と負債の差額を子会社株式に計上い

  たします。新設会社（承継会社）に

  おいては、承継した資産と負債の差

  額を純資産の部に計上いたします。

⑤承継会社が承継する権利義務

  すべての資産、債務及びこれらに付

  随する権利義務並びに契約上の地位

  を承継します。 
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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）平成18年12月６日開催の取締役

会において、希望退職の募集を行うこと

を決定いたしました。内容は以下のとお

りであります。

①希望退職募集の理由

当社の経営体質のスリム化を目指し、人

員適正化による人件費の削減に取り組み

ます。その具体策として、希望退職の募

集を行うことといたしました。

②希望退職者募集の概要

1)募集対象者

 平成18年11月30日現在で、30歳以上の

 従業員

2)募集人数

 15名程度

（平成18年11月30日現在の従業員数79

 名)

3)募集期間

 平成18年12月11日～平成18年12月22日

4)退職日

 平成18年１月31日～３月31日

5)概算費用　　約50百万円

6)その他

 退職者に対し、会社都合扱いの退職金

 に加え特別加算金を支給いたします。

⑥債務履行の見込み

  本会社分割後に承継会社が負担すべ

  き債務については、その履行期にお

  ける履行の見込みがあると判断して

  おります。

(2)新設会社の概要

①商号 イー・レヴォリューション株

  式会社

②主な事業内容 カー用品及び雑貨の

  製造、販売

③設立年月日（登記予定日） 平成20

  年4月1日

④本店所在地 東京都千代田区神田岩

  本町２番地

⑤代表者 代表取締役社長　久保亮三

⑥資本金の額 未定

⑦発行済株式総数 未定

⑧大株主構成及び持株比率 イー・レ

  ヴォリューションホールディングス

  株式会社（仮称） 100％

⑨純資産 未定

⑩総資産 未定

⑪決算期 3月31日

⑫従業員数 ６５名（予定）

(注)分割会社であるイー・レヴォリュ

  ーション株式会社は、平成２０年４

  月１日付でイー・レヴォリューショ

  ンホールディングス株式会社（仮

  称）に商号変更した後、合併後プリ

  ヴェ ファンド グループ株式会社に

  商号変更となり、承継会社は新設会

  社であるイー・レヴォリューション

  株式会社となる予定です。  

 《合併》

(1)合併の要旨

①合併方式 当社を存続会社とする吸

  収合併方式で、プリヴェは解散しま

  す。

②合併比率 プリヴェの株式1株に対し

  て当社の株式0.695株を割当て交付

  する。

③合併の効力発生日 平成20年4月1日 

④合併により発行する新株式数

  合併比率に基づいて、プリヴェ株

  主に対して発行される当社の新株式

  の総数は336,363,516株（予定）と

  なります。

⑤合併交付金 合併交付金はありませ

  ん。
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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）

 (2)合併後の状況（予定）

①商号 プリヴェ ファンド グループ

  株式会社

②主な事業内容 国内外の会社の株式

  または出資を取得、所有することに

  よる当該会社の事業活動の支配、管

  理 

③本店所在地 東京都千代田区霞が関

  3-2-5

④代表者 代表取締役社長　松村謙三

⑤資本金の額 未定

⑥総資産 未定

⑦事業年度の末日 ３月31日

⑧本合併が当社の業績に与える影響   

《今後の日程》

平成19年12月下旬 臨時株主総会基準

　　　　　　　　 日

平成20年1月下旬  新設分割計画作成

                 合併契約書締結

平成20年2月下旬  新設分割計画、合

                 併契約承認臨時株

                 主総会

平成20年4月1日   新設分割会社の設

                 立登記の予定日

                （成立日）

                 合併の予定日

                （効力発生日）

                 商号変更  

　なお、当社は、本合併によりジャス

ダックから猶予期間入り銘柄の指定を受

けることが見込まれております。猶予期

間入りの指定時期及び猶予期間について

は、現時点では未定であります。 

《商号変更》　　　　　　

平成20年4月1日を期日として、下記の

商号変更をする予定です。

①イー・レヴォリューション株式会社

  が一旦イー・レヴォリューションホ

  ールディングス株式会社（仮称）に

  商号変更

②イー・レヴォリューションホールデ

　ィングス株式会社（仮称）がプリヴ

　ェ ファンド グループ株式会社に商

　号変更    

（２）当社は、平成19年11月1日付で、

連結子会社であるタカラインデックス

ｅＲラボ株式会社ヘ100百万円を貸付け

ました。 
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６．その他
 該当事項はありません。
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