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

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 65,208 9.7 △288 － 834 67.4 △1,173 －

18年９月中間期 59,430 5.8 102 △88.0 498 △59.5 252 △53.1

19年３月期 127,774 － 694 － 1,633 － 707 －

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 △54 49 － －

18年９月中間期 16 03 － －

19年３月期 43 55 － －

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

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 48,893 14,085 28.4 645 41

18年９月中間期 38,610 11,148 28.4 696 30

19年３月期 56,896 15,501 26.7 706 52

（参考）自己資本 19年９月中間期 13,898百万円 18年９月中間期 10,972百万円 19年３月期 15,214百万円

(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 856 △456 △4,325 6,850

18年９月中間期 2,573 △1,607 △1,587 4,264

19年３月期 2,837 △3,663 3,002 10,775

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 － － 6 00 － － 6 00 12 00

20年３月期 － － 6 00 － －

20年３月期（予想） － － － － 6 00 12 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 135,000 5.7 △100 － 2,400 47.0 △500 － △23 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

除外 １社 ㈱インターデコ    

（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

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、18及び22ページをご覧ください。

(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 21,578,138株 18年９月中間期 15,846,496株 19年３月期 21,578,138株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 43,530株 18年９月中間期 87,500株 19年３月期 43,300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、34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 37,553 △17.4 △735 － 336 11.0 △394 －

18年９月中間期 45,473 △0.7 △33 － 302 △66.2 122 △73.4

19年３月期 94,699 － 49 － 869 － 174 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △18 30

18年９月中間期 7 74

19年３月期 10 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 40,418 13,354 33.0 620 14

18年９月中間期 32,686 10,051 30.7 637 82

19年３月期 48,804 13,891 28.5 645 06

（参考）自己資本 19年９月中間期 13,354百万円 18年９月中間期 10,051百万円 19年３月期 13,891百万円

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 80,000 △15.5 △1,000 － 1,200 38.0 △200 － △9 29

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、「１株当たりの予想当期純利益（通期）」は期末時における予想期中平均株式数（21,534,997株）により算

出しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰や金利上昇の影響などの

不安材料があったものの、企業収益の継続的な改善を背景とした設備投資の増加や、雇用環境の大幅な改善の

兆しなどがみられ、景気は緩やかな回復基調を続けました。

　家電流通業界につきましても、薄型テレビを始めとするデジタル家電を中心に単価の下落等はあったものの、

売上高ベースで順調な伸びを示し、猛暑の影響もありエアコン等季節商品の販売も堅調に推移いたしました。

その一方で同業他社間の競争は一層厳しさを増しております。

　このような状況の下、当社グループにおける販売の状況につきましては、第１四半期こそ前期を引きずり伸

び悩みましたが、第２四半期以降、薄型テレビを中心としたＡＶ機器とエアコン等の季節商品が牽引し、携帯

電話につきましても、前年がモバイルナンバーポータビリティー前の買い控えの影響もあり、本年は販売台数

が大幅に伸張することで、増収を確保することができました。

　収益の状況といたしましては、平成19年3月に合併した、旧㈱真電（以下真電事業部）の本部統合、不採算店

のスクラップにおいて、経費先行となりましたが、上記増収効果に加え、負ののれんの償却が加わり、経常利

益では増益となりました。

　又、将来収益の「重し」となる、過去のM&Aののれんの減損を健全且つ適切に行うのと同時に、繰延税金資産

の戻し入れを行なうことで、中間純利益は赤字となりましたが、将来の負債を一掃し、近年増加傾向にあった

総資産の圧縮に努めました。

　店舗展開につきましては、集客が期待できるショッピングセンター内への出店を計画的に進め、横浜のセン

ター北駅前と千葉のちはら台に2店舗の出店を行うのと同時に、丸井の閉鎖に伴い丸井中野本店の閉店、溝の口

店をマルイファミリー溝の口店への出店（平成19年10月20日開店済み）を前提に前倒しで閉店を行いました。

さらに、不採算の旧真電の3店舗（新潟本店、新潟吉田、新潟上越）の閉店を行なうなど、積極的にスクラップ

アンドビルドを進めてまいりました。

　子会社の状況につきましては、携帯電話販売子会社の業績は引き続き好調に推移いたしましたが、音楽CD/

DVD販売の㈱WAVEは不採算店のスクラップと販売管理費の削減等を積極果敢に進めるも、営業赤字を半減させた

にとどまり、eコマースの㈱イーネット・ジャパンにつきましても、DVDの販売手法の変更を行ない収益確保を

目指しましたが、上期は赤字となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は、65,208百万円（前年同期比9.7%増）、営業利益は、▲288百万

円（前年同期比 － ）、経常利益は、834百万円（前年同期比67.4%増）、中間純利益▲1,173百万円（前年同期

比 － ）となりました。

②当期の見通し 

当期の見通しにつきましては、景気は緩やかに改善傾向にあるものの、原油高を始めとする原材料価格の上

昇等、先行き生活不安感を完全に払拭するまでにいたらず、個人消費も伸び悩むことが予想されます。

　そのような状況下、当家電流通業界につきましても、同業他社との価格競争や業界再編等一層厳しい経営環

境が続くことが予想されます。

　当社グループといたしましては、ショッピングセンター内を中心にお客様にとって魅力のある当社独自の店

舗を創造していく為、マーチャンダイジング力の強化を行なうと同時に、人材育成にも注力し、お客様のニー

ズにマッチしたサービスを提供してまいります。

　又、当期よりグループ内で重複していた事業の集約整理を行なう為、携帯電話販売事業を当社から子会社へ

分割譲渡を行いましたが、これに留まらず更に連結子会社の強化と整理を進め、又、上期停滞していた真電事

業部のスクラップもよりスピーディーに進めることにより、収益力と財務の安定性を併せ持った成長力ある企

業体質を構築してまいります。

　通期連結業績の見通しにつきましては、売上高135,000百万円（前年同期比5.7%増）、営業利益▲100百万円

（前年同期比 － ）、経常利益2,400百万円（前年同期比47.0%増）、および当期純利益▲500百万円（前年同期

比　－　）を見込んでおります。  

＊業績の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

の経済・事業環境の変動等リスクや不確定要因により、予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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(2）財政状態に関する分析

　（流動資産）

　  当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、28,873百万円（前連結会計期間末は22,649百万円）となり、

　6,223百万円増加しました。

    主な理由としましては、現金および預金の増加、商品在庫の増加であります。

   （固定資産）

　  当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、20,019百万円（前連結会計期間末は15,960百万円）となり、

　4,059百万円増加しました。

    主な理由としましては、新規出店による有形固定資産の増加であります。

　（流動負債)

　  当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、21,210万円（前連結会計期間末は18,853百万円）となり、

　2,356百万円増加しました。

    主な理由としましては、商品在庫の増加による買掛金のの増加であります。

　（固定負債）

　  当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、13,597百万円（前連結会計期間末は8,609百万円）となり、

　4,988百万円増加しました。    　

　　主な理由としましては、㈱真電との合併に伴う負ののれんの発生であります。

　（純資産）

　  当中間連結会計期間末における純資産の残高は、14,085百万円（前連結会計年度は11,148百万円）となり、

　2,937百万円増加しました。  

　　主な理由としましては、㈱真電との合併に伴い、資本金、資本準備金が増加したためです。        

     キャッシュ・フローの分析

  当中間連結会計期間の「営業活動により得られたキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前当期純損

失420百万円を計上したものの、売上債権の減少1,327百万円、減損損失1,056百万円等の要因により、856百万円

（前年同期比1,716百万円減）となりました。

　「投資活動により使用されたキャッシュ・フロー」につきましては、新規出店に係る固定資産の取得による支出

449百万円、無形固定資産の取得による支出143百万円等の要因により456百万円（前年同期比1,150百万円減）とな

りました。

　「財務活動により使用されたキャッシュ・フロー」につきましては、短期借入金の純減額2,456百万円及び配当

金の支払額126百万円等の要因により4,325百万円（前年同期比2,738百万円増）となりました。

 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけた上で、財務体質の強

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

おります。

　上記の基本方針と、当中間連結会計期間の実績を勘案し、今中間配当金を１株につき６円とさせていただきま

す。

　又、当期事業年度の配当金につきましては、下期の実績を見極めたうえで判断したいと考えておりますが、当

中間連結会計期間の実績を鑑み、中間配当金６円、期末配当金６円の年間12円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

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

①季節的要因について 

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

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

まれておりますので、冷夏や暖冬、台風や大雪などにより、売上、来店客数の減少など業績に影響を与える可

能性があります。 

②金利の上昇について

当社グループは、現在約11,291百万円の有利子負債を有しております。我が国では今まで長期間低金利が続

いておりましたが、現在においては金利が上昇局面に転じてきたとも考えられます。当社グループも数年中に

実質借入（借入金－現金及び預金）ゼロという目標を掲げ財務体質の強化を進めておりますが、金利の上昇ス

ピード、上昇幅等により業績に影響を与える可能性があります。

③競合店について

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

す。マーケットの変化は非常にスピーディーでその変化を確実に予想することは困難なので、今後更なる競争

の激化や新規同業他社店舗の出店、異業種他社による当社取扱商品の販売開始などによっては業績に影響を与

える可能性があります。

④投資回収について 

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

プで最大のシナジーを発揮していくことを基本方針としております。今後も細心の注意と充分な検討を行い、

その方針に基づいてM&A等積極的に事業展開をしていく予定でありますが、様々な要因により、M&A等事業展開

後に、その事業計画が当初計画通りに進捗しない場合には、業績に影響を与える可能性があります。 

⑤自然災害・事故等について 

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

災対策、各種保険の加入等を行なっております。しかしながら、地震・台風等の大規模な自然災害により店舗

が被災した場合や、店舗において火災が発生した場合、被害に係る損害賠償責任、営業の停止、人的資源の喪

失、固定資産や棚卸資産の損害等が発生し、当社グループの業績や財政状況に影響を与える可能性がありま

す。 

⑥個人情報の取扱いについて 

当社グループは、ポイントカードの発行、商品のお届け、eコマースに係る会員登録、ブロードバンド等の

サービスの取次ぎ業務、携帯電話の開通等、多くの個人情報を取り扱っております。これら情報の取り扱いに

関しましては、その重要性を充分に認識しており、社内管理体制の整備を行い、従業員には周知徹底をしてま

いりました。現在もプライバシーマークの取得を目指すなど、個人情報の漏洩防止に関しては、十分な体制と

意識付けを図っております。しかしながら、不測の事態により万が一個人情報が漏洩した場合には、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。 

⑦敷金・保証金について 

当社グループの出店につきましては、多くの場合、土地・建物の取得を行なわずに賃借をしております。賃

貸人にたいしましては、賃貸借契約に基づき保証金や敷金の差し入れを行なっており、当該保証金は、賃借料

との相殺による分割返還、または期間満了時に一括返還されることとなっておりますが、賃貸人の経済状況に

よっては、その一部または全額が回収できなくなる可能性があります。また、契約期間満了日前に中途解約を

した場合には、契約内容に従って敷金・保証金の一部償却や違約金の支払いが必要となり、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧移動体通信キャリアの手数料 

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

等を行い、その対価としてキャリアから手数料、報奨金、その他の支援費を得ております。手数料等の金額お

よび条件につきましては、キャリアの事業方針や監督省庁の指導等により変更されますが、その程度によって

は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨減損会計について 

当社グループが保有する事業用固定資産については、会社または該当店舗の収益状況によっては会計的に減

損処理が必要になる場合があります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩繰延税金資産について

当社グループは、TAXプランニングを作成した上で、将来の回収可能性が十分見込まれる金額までの繰延税金

資産を計上しております。TAXプランニングにつきましては想定されるリスクを最大限見積もりコンサバティブ

に作成をしておりますが、その進捗如何では、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況
当社グループ（当社及び当社関係会社）は、株式会社ノジマ（当社）及び子会社８社により構成されており、事業

は、薄型テレビに代表されるデジタルAV関連、携帯電話を中心とする通信関連、家庭用電化製品の販売とこれらに付

帯する配送・工事・修理業務、パソコンに代表されるIT・情報関連、及び家庭用デーム関連機器及びソフト等の販売

並びそれらに関するソリューション、セットアップ、修理等のサービス提供を行なっております。

　あわせて、中古品リサイクル業務（買取と販売）を営むとともに、一般労働派遣事業及び有料職業紹介事業を行っ

ております。

　当期より、親子会社間で重複していた携帯電話販売事業を、当社から、当社100%子会社であるソロン株式会社に分

割譲渡を行い事業の整理を実施いたしました。

　又、同じく携帯電話販売事業でマーケットの重複していた西日本電電株式会社と有限会社プロフィットを、西日本

電電株式会社に吸収合併をすることにより、収益力のアップと本部コストの削減を目指しております。

　さらに、当社グループのシステム運用・開発業務を行っていた㈱ノジマ・システムエンジニアリングの業務ついて

は当社がその事業を引き継ぎ、シナジー効果が期待できない株式会社インターデコにつきましては売却を行うことに

より、関係会社の整理・集約を実施いたしました。

　事業の内容と当社及び子会社の当該事業にかかる位置づけは次の通りであります。

　尚、当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別によって記載しておりま

す。

部　門 会社名 主要な取扱商品 

オーディオビジュアル 当社 
テレビ、ムービー、オーディオ、携帯音楽プレーヤー、

ＤＶＤレコーダー、その他周辺機器等

情報機器 当社 
パソコン、同ソフト、プリンター、デジタルカメラ、

その他周辺機器等 

家電 当社 
エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、衣類乾燥機、

証明機器、オール電化家電、その他関連商品

携帯電話 

ソロン㈱ 

（連結子会社）

携帯電話等通信機器の卸売、携帯電話、PHSその他付

帯するサービスの販売

㈱テレマックス 

（連結子会社）

携帯電話、PHSその他付帯するサービス 

西日本電電㈱　＊ 

（連結子会社）

携帯電話、PHSその他付帯するサービス 

㈲プロフィット 

（連結子会社）

携帯電話、PHSその他付帯するサービス  

ｅコマース 

㈱イーネット・ジャパン 

（連結子会社・大阪証券取引

所ヘラクレス市場上場）

インターネットを利用した通信販売、ショップの運

営 

その他

㈱ブロードバンド・ジャパン 

（連結子会社）

光ファイバー回線等ブロードバンド回線及びIP電話の

卸売代理店業務 

㈱ＷＡＶＥ

（連結子会社）

音楽ＣＤ及びＤＶＤソフトその他関連商品 

㈱オー．ティー.エス 

（連結子会社）

一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業

＊四国新電電㈱は、平成19年9月より西日本電電㈱に商号変更いたしました。 
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    以上の当社グループについて図示すると次の通りであります。

 

 顧                               客 

㈱ＷＡＶＥ 

音楽 CD 等の販売 

インターネットショップ 

「い～でじ！！」 

㈱イーネット・ 

ジャパン 

eコマース 

㈱ノジマ（当社） 
 

デジタル専門店 

商     

品 

商   

品 
商    

品 

㈱ブロードバンド・ジャパン 

ブロードバンド回線一次代理店 

㈱オー.ティー.エス 

人材派遣業 

グループ内 

ブロードバンドサービス取次ぎ 

グループ内 

人材供給 

仕入代金 
商品・情報等 

メ    ー    カ    ー    等    仕    入    先 

デジタル家電を中心とした 

商品の供給 

㈱テレマックス 

携帯電話の販売 

㈱ソロン 

携帯電話の卸売と販売 

代 理 店 

西日本電電㈱ 

携帯電話の販売 

インセンティブ 

インセンティブ 

携帯電話機器 

FC店へ販売手

数料支払 

 

インセンティブ 

携帯電話機器 

商 

品
（ 

携
帯
電
話 

） 

  

㈲プロフィット 

携帯電話の販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

デジタル専門店としての当社グループの経営理念は、ユニークでクォリティーの高い商品及びサービスをお客

様に提供することにより、世の中の社会文化生活の質の向上を目指し、出店地域のみならず日本の発展に貢献を

することを心がけております。

　現在、わが国経済では、光ファイバーを中心としたブロードバンド、携帯電話等を利用したモバイル化が普及

しており、AV機器、家電商品にまでデジタル化の波が急速に及んでおります。

　将来的には、これらに付帯するコンテンツや利用方法もますます充実し、拡大することが予想されますので、

ブロードバンド、モバイルの普及と一層のデジタル化により、日常生活はより便利で快適なものへと変革してい

くものと考えております。

　こうした状況の中で、デジタル専門店として当社グループは、より良い「商品販売」にとどまらず、市民生活

を充実させる為のより良い「トータルソリューションサービスの提供」を拡充し、多様な生活提案に注力してま

いります。

　具体的には、デジタルAV、家電、IT、携帯電話の取り扱いにおいて地域No１を目指し、豊富な品揃えとお買い

得No１の価格政策に加え、関連する情報やサービスの提供による多面的な差別化と独創的で革新的且つスピード

のある行動を通じて、「お客様の立場に立って顧客満足を向上する」ことを基本方針としております。

　このような行動により、他社にはない一味違う存在感のある「デジタル一番星！（No１）」となって地域社会

及び日本の発展向上に寄与することを目指しております。

 

(2）目標とする経営指標

当社グループは、目標とする経営指標として市場の動向、競合の状況、M&A等により年度によって若干の変動は

ありますが、売上高経常利益率４%、及びROA（総資本経常利益率）７%を掲げ、収益性の向上と資本の効率性向上

を目標としてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループの中長期的経営戦略といたしましては、安定的な収益の確保と投下資本効率の高い経営を持続し

つつ、成長を続けることを重視し、そのための組織及び体制作りを行ってまいります。また、経営理念を共有で

きる会社とはＭ＆Ａや業務提携を視野に入れ、「ノジマ」のプレゼンス（存在価値）を高めてまいります。

　当期上記方針の一環として、親子会社間で重複していた携帯電話販売事業を、当社から、当社100%子会社であ

るソロン株式会社に分割譲渡を行うことで、事業の整理を行うことと同時に、同じく携帯電話販売事業で中国・

四国地方でマーケットの重複していた西日本電電株式会社と有限会社プロフィットを、西日本電電株式会社に吸

収合併をすることにより、収益力のアップと本部コストの削減を目指しております。

　収益面に関しましては、前期に引き続き、家電物販の粗利益率アップと携帯電話を中心とした通信ビジネスの

拡充及び、サービス手数料収入の増大を進めると同時に、グループ各社の集約効果を十二分に発揮することによ

る販売管理費の削減により、収益性の強化をしてまいります。

　店舗戦略につきましては、果敢なスクラップ＆ビルドを実施し、ショッピングセンター内での大型店の出店を

進め、売上・収益力の増強と大型店のローコストオペレーションの確立、運営を進めてまいります。

　上記により、世の中の環境の変化にスピーディーに対応できる販売戦略及び店舗戦略を展開してまいります。

　財務面に関しましては、厳しい経営環境の中においても上記施策により収益向上を維持し、金融機関からも安

定的な協力を得るとともに、一方で最適な時期に、市場から直接的な資金調達を実施し、直接・間接のバランス

を図りながら、引き続き純資産の増強に努め健全で強固な財務基盤を築いてまいります。

　人的資源につきましては、お客様や株主を始め、全ての利害関係者に対し、全従業員が会社の代表として最高

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

正社員と臨時従業員との待遇上の差別は一切行うことなく、オープンで公正な人事採用・評価制度を一層推進す

ることより、優秀な人材の採用・教育・確保に努めてまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

わが国経済は、足元好調な企業業績により緩やかな景気回復は続いているものの、先行きは不透明であり、個

人消費の本格的回復には至っておりません。

　こうした状況におきまして、デジタル家電業界は、地上波デジタル放送の更なる広がりや、今後のアナログ放

送の終了を控え、大型薄型テレビの販売台数は順調な伸びを示すものと予想されますが、一方では販売単価のダ

ウンと価格競争の激化により、業界では引き続き消耗戦が継続されるものと予想されます。パソコン等情報関連

商品につきましては、好調な企業業績の下、法人向け需要は拡大しておりますが、当社の主要な顧客となる個人

向けの需要は依然として不振が続いている状況です。
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　又、携帯電話につきましては、総務省の指導により、通信キャリア各社は、販売・料金プランの変更を実施し、

今後のマーケットにおける購買動向は不透明な状態です。

　こうした中で、当社グループは、常にお客様の立場に立って、グループの総力を持ってお客様にご満足いただ

けるよう行動し、その結果としてお客様のご支持がいただけるよう努めてまいります。

　当社は今後も「人」に注力し、公正な人事評価と教育採用により、優秀な人材を育て確保し、専門知識を有す

る商品アドバイザーが、真心を込めたサービスと接客で、お客様をお迎えできるようにしてまいります。

　店舗戦略につきましては、真電事業部を始め不採算店舗のスクラップをスピーディーに推し進め、集客力の期

待できるショッピングセンターへの出店と大型化に伴う店舗効率運営を目指してまいります。

　企業の再編につきましては、当期、携帯電話事業を中心に収益力の向上と効率化を目指した、分割や合併を進

めてまいりましたが、今後も引き続き、当社グループ内でのシナジーや効率化を勘案し、積極的に整理集約して

まいります。

　又、中長期経営戦略に従い、経営理念を共有でき、シナジー効果を期待できる企業とのM&A及び企業提携につき

ましては、継続的に進めてまいる所存です。 

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当する事項はありません。
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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 ※２ 5,259,047 7,459,619  11,373,640

２．受取手形及び売掛金  4,731,945 6,252,933  7,573,491

３．有価証券  － 99,387  200,000

４．たな卸資産 10,864,303 12,693,117  12,938,440

５．その他 1,822,892 2,426,218  2,906,845

６．貸倒引当金 △28,227 △58,190  △32,456

流動資産合計 22,649,962 58.7 28,873,085 59.0 6,223,123 34,959,961 61.4

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物及び構築物 ※２ 3,778,960 5,261,516  5,393,170

２．土地 ※２ 1,644,761 3,157,351  3,166,255

３．その他 2,254,272 1,503,223  1,789,104

有形固定資産合計 7,677,994 19.9 9,922,091 20.3 2,244,096 10,348,530 18.2

(2）無形固定資産        

　１．のれん ※５ 343,578  349,922   1,198,912  

　２．その他 367,324  430,430   401,419  

 　 無形固定資産合計 710,902 1.8 780,352 1.6 69,450 1,600,331 2.8

(3）投資その他の資産

１．差入敷金及び保証

金
※２ 5,728,102 6,075,822  6,029,292

２．その他 ※２ 1,869,197 3,267,280  3,984,950

３．貸倒引当金 △25,587 △25,587  △26,154

投資その他の資産合

計
7,571,712 19.6 9,317,514 19.1 1,745,802 9,988,088 17.6

固定資産合計 15,960,608 41.3 20,019,958 41.0 4,059,349 21,936,950 38.6

資産合計 38,610,571 100.0 48,893,043 100.0 10,282,472 56,896,911 100.0
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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  9,709,083 11,355,690  12,732,881

２．短期借入金  1,600,000 1,600,000  4,100,000

３．１年以内返済予定長

期借入金
※２ 2,973,055 3,657,637  3,864,801

４．１年以内償還予定社

債
20,000 520,000  520,000

５．未払金 2,901,399 2,663,907  3,092,028

６．未払法人税等 321,942 377,745  451,266

７．賞与引当金 30,325 5,642  6,160

８．その他  1,297,464 1,029,463  1,099,622

流動負債合計 18,853,272 48.8 21,210,086 43.4 2,356,813 25,866,761 45.5

Ⅱ　固定負債

１．社債 550,000 30,000  40,000

２．長期借入金 ※２ 5,634,094 5,484,312  7,007,522

３．販売商品保証引当金 695,808 920,769  768,319

４．役員退職引当金 128,682 134,479  131,611

５．退職給付引当金 913,376 948,961  948,798

６．負ののれん － 5,177,031  5,931,603

７．その他 687,040 901,991  700,896

固定負債合計 8,609,001 22.3 13,597,545 27.8 4,988,544 15,528,751 27.3

負債合計 27,462,273 71.1 34,807,632 71.2 7,345,358 41,395,513 72.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  2,430,096 6.3 4,295,745 8.8 1,865,649 4,295,745 7.5

２　資本剰余金  2,845,078 7.4 4,710,728 9.6 1,865,649 4,710,728 8.3

３　利益剰余金  5,706,260 14.8 4,891,024 10.0 △815,236 6,194,585 10.9

４　自己株式  △70,399 △0.2 △32,727 △0.1 37,671 △32,765 △0.1

株主資本合計  10,911,035 28.3 13,864,770 28.3 2,953,734 15,168,294 26.6

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 61,878 0.2 33,891 0.1 △27,987 46,606 0.1

評価・換算差額等合計  61,878 0.2 33,891 0.1 △27,987 46,606 0.1

Ⅳ　少数株主持分  175,382 0.4 186,749 0.4 11,366 286,497 0.5

純資産合計  11,148,297 28.9 14,085,411 28.8 2,937,114 15,501,398 27.2

負債純資産合計  38,610,571 100.0 48,893,043 100.0 10,282,472 56,896,911 100.0
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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 59,430,524 100.0 65,208,777 100.0 5,778,253 127,774,246 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 49,236,430 82.9 53,943,451 82.7 4,707,021 105,831,482 82.8

売上総利益 10,194,094 17.1 11,265,326 17.3 1,071,231 21,942,764 17.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．広告宣伝費 1,423,343 1,595,193 3,118,765

２．貸倒引当金繰入額 1,432 26,479 7,214

３．給料手当・賞与 2,994,525 3,470,618 6,155,485

４．賞与引当金繰入額 22,775 4,877 9,104

５．役員退職引当金繰
入額

9,106 6,514 14,685

６．退職給付費用 58,828 60,576 142,741

７．地代家賃 1,940,415 2,084,726 3,971,525

８．減価償却費 406,558 562,829 954,768

９．その他 3,234,337 10,091,322 16.9 3,742,482 11,554,299 17.7 1,462,976 6,874,165 21,248,456 16.6

営業利益又は営業損
失(△)

102,771 0.2 △288,972 △0.4 △391,744 694,308 0.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 18,221 28,207 42,225

２．仕入割引 412,523 454,482 843,837

３．負ののれん償却 － 610,149 145,820

４．その他 128,653 559,398 0.9 176,738 1,269,577 1.9 710,179 236,758 1,268,642 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 99,475 137,280 228,059

２．社債利息 10,936 3,175 14,028

３．売上債権売却損 28,325 － 36,691

４．その他 24,843 163,580 0.3 5,344 145,800 0.2 △17,780 51,105 329,885 0.3

経常利益 498,589 0.8 834,805 1.3 336,215 1,633,065 1.3

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却
益

－ 840 －

２. 持分変動益 158,272 － 158,333

３. 賃貸借解約補償金 － 35,000 －

４．その他特別利益 11,642 169,915 0.3 6,916 42,756 0.1 △127,158 9,464 167,797 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※２ 52,784 52,552 130,291

２．保証金等解約損 － － 25,589

３．投資有価証券売却
損

1,999 20,372 3,045

４．投資有価証券評価
損

4,211 128,491 49,164

５．減損損失 ※３ 160,855 1,056,578 338,374

６．その他特別損失 31,594 251,445 0.4 39,686 1,297,681 2.0 1,046,236 65,196 611,661 0.5

税金等調整前中間
(当期)純利益又は
純損失(△)

417,058 0.7 △420,119 △0.6 △837,178 1,189,201 1.0

法人税、住民税及
び事業税

267,977 372,230 590,411

法人税等調整額 22,410 508,000 75,027

過年度法人税等修
正額

－ 290,388 0.5 △29,074 851,156 1.3 560,767 － 665,439 0.5

少数株主損失 125,852 0.2 97,845 0.1 △28,006 183,442 0.1

中間(当期)純利益
又は純損失(△)

252,522 0.4 △1,173,430 △1.8 △1,425,953 707,205 0.6
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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）
2,430,096 2,845,078 5,546,020 △76,658 10,744,536

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 (注）   △94,505  △94,505

中間純利益   252,522  252,522

自己株式の処分   △4,006 6,259 2,253

連結子会社増加に伴う利益剰余

金増加高
  6,229  6,229

株主資本以外の項目の中間連結

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）
－ － 160,239 6,259 166,499

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,430,096 2,845,078 5,706,260 △70,399 10,911,035

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
60,548 60,548 233,078 11,038,164

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △94,505

中間純利益    252,522

自己株式の処分    2,253

連結子会社増加に伴う利益剰余金

増加高
   6,229

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
1,330 1,330 △57,696 △56,366

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
1,330 1,330 △57,696 110,133

平成18年９月30日　残高

（千円）
61,878 61,878 175,382 11,148,297

（注）平成18年３月期決算の利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

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）
4,295,745 4,710,728 6,194,585 △32,765 15,168,294

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 (注）   △129,179  △129,179

中間純損失   △1,173,430  △1,173,430

自己株式の処分   △952 1,516 564

自己株式の取得    △1,478 △1,478

連結子会社増加に伴う利益剰余

金増加高
     

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
  △1,303,561 38 △1,303,523

平成19年９月30日　残高

（千円）
4,295,745 4,710,728 4,891,024 △32,727 13,864,770

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19年３月31日　残高

（千円）
46,606 46,606 286,497 15,501,398

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △129,179

中間純損失    △1,173,430

自己株式の処分    564

自己株式の取得    △1,478

連結子会社増加に伴う利益剰余金

増加高
    

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）
△12,714 △12,714 △99,748 △112,463

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△12,714 △12,714 △99,748 △1,415,987

平成19年９月30日　残高

（千円）
33,891 33,891 186,749 14,085,411

（注）平成19年３月期決算の利益処分項目であります。
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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） 2,430,096 2,845,078 5,546,020 △76,658 10,744,536

連結会計年度中の変動額

合併による変動額 1,865,649 1,865,649 194,896  3,926,194

剰余金の配当(注)   △94,505  △94,505

剰余金の配当   △94,553  △94,553

当期純利益   707,205  707,205

自己株式の取得    △68,345 △68,345

自己株式の処分   △70,706 112,238 41,532

連結子会社増加に伴う利益剰余
金増加高

  6,229  6,229

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,865,649 1,865,649 648,565 43,893 4,423,757

平成19年３月31日　残高（千円） 4,295,745 4,710,728 6,194,585 △32,765 15,168,294

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

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

連結会計年度中の変動額

合併による変動額  －  3,926,194

剰余金の配当(注)  －  △94,505

剰余金の配当  －  △94,553

当期純利益  －  707,205

自己株式の取得  －  △68,345

自己株式の処分  －  41,532

連結子会社増加に伴う利益剰余
金増加高

 －  6,229

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△13,941 △13,941 53,418 39,477

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△13,941 △13,941 53,418 4,463,234

平成19年３月31日　残高（千円） 46,606 46,606 286,497 15,501,398

（注）平成18年３月期決算の利益処分項目であります。
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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）純利益 417,058 △420,119  1,189,201

減価償却費 484,186 654,718  965,542

減損損失 160,855 1,056,578  338,374

のれん償却額 － 128,560  178,954

負ののれん償却額 － △610,149  △145,820

退職給付引当金の増加額(△減少額) 11,664 162  37,091

支払利息 99,475 137,280  228,059

投資有価証券売却損 1,999 20,372  3,045

投資有価証券評価損 4,211 128,491  49,164

有形固定資産除売却損 52,784 52,552  130,291

売上債権の減少額（△増加額） 1,622,568 1,327,244  △793,877

たな卸資産の減少額（△増加額） 1,352,312 △310,228  △203,872

仕入債務の増加額(△減少額) △970,805 △1,420,848  1,781,066

持分変動益 △158,272 －  △158,333

その他 468,169 541,693  547,710

小計 3,546,207 1,286,308 2,259,898 4,146,599

利息及び配当金の受取額 20,115 61,928  48,340

利息の支払額 △99,915 △145,455  △226,621

法人税等の支払額 △893,222 △346,313  △1,131,077

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,573,184 856,469 △1,716,715 2,837,241

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △15,026 △22,784  △31,737

定期預金の払戻による収入 343,999 11,300  775,696

投資有価証券の取得による支出 △124 △40,502  △250

投資有価証券の売却による収入 1,000 55,281  27,894

投資有価証券の償還による収入 － 300,000  －

連結範囲変更を伴う子会社株式取得による
支出 

△127,630 －  △1,261,037

連結範囲変更を伴う子会社株式売却による
支出 

－ △21,030  －

貸付による支出 △174,330 －  △177,568

貸付金の回収による収入 101,919 4,880  107,659

有形固定資産の取得による支出 △1,218,030 △449,878  △2,409,490

有形固定資産の売却による収入 4,367 －  4,866

無形固定資産の取得による支出 △157,706 △143,950  △214,543

長期前払費用の取得による支出 △2,360 △202  △6,699

差入敷金及び保証金の預入による支出 △606,002 △277,425  △827,739

差入敷金及び保証金の償還による収入 55,950 74,975  280,476

その他 186,143 52,489  69,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,607,829 △456,849 1,150,980 △3,663,328

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純純減額（△純減額） △100,000 △2,456,300  2,400,000

長期借入による収入 1,000,000 230,000  4,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,538,980 △1,960,375  △3,073,806

社債の償還による支出 △1,060,000 △10,000  △1,070,000

少数株主からの払込による収入 205,000 －  －

自己株式の取得による支出 － △1,478  △68,345

配当金の支払額 △93,061 △126,972  △191,031

その他 － －  205,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,587,041 △4,325,125 △2,738,084 3,002,067

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 96 － △96 136

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △621,590 △3,925,505 △3,303,915 2,176,116

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 4,881,298 10,775,999 5,894,700 4,881,298

Ⅶ　新規連結による現金及び現金同等物の増加額 4,919 － △4,919 4,919

Ⅷ　合併による現金及び現金同等物の増加額 － － － 3,713,664

Ⅸ　現金及び現金同等物中間期末（期末）残高 ※ 4,264,627 6,850,493 2,585,865 10,775,999
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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 (1）連結子会社の数　　９社

ソロン㈱

㈱テレマックス

㈱イーネット・ジャパン

　㈱ブロードバンド・ジャパン

　㈱オー．ティ．エス

　㈱ＷＡＶＥ

　㈲プロフィット

　㈱インターデコ

　㈱ノジマ・システムエンジニア

　　リング

 

 ※　㈲プロフィット、㈱インター

デコは、当中間連結会計期間におい

て新たに株式を取得したため連結の

範囲に含めております。

 

　休眠中のため非連結子会社であり

ました㈱デジタル・ルネッサンスは

当中間連結会計期間に㈱ノジマ・シ

ステムエンジニアリングに社名変更

して事業を再開したため連結の範囲

に含めております。 

　㈱ＷＡＶＥは、㈱ウェィヴから当

中間連結会計期間において社名変更

しております。

 

(1）連結子会社の数　　８社

ソロン㈱

㈱テレマックス

㈱イーネット・ジャパン

　㈱ブロードバンド・ジャパン

　㈱オー．ティ．エス

　㈱ＷＡＶＥ

　西日本電電㈱

　㈲プロフィット

　

 

 

 ※　前連結会計年度において連結

子会社でありました㈱インターデコ

は、全株式を売却したため連結の範

囲から除いております。

 

 ※　西日本電電㈱は、四国新電電

㈱から当中間連結会計期間において

社名変更しております。

(1）連結子会社の数　　　10社

ソロン㈱

㈱テレマックス

㈱イーネット・ジャパン

　㈱ブロードバンド・ジャパン

　㈱オー．ティ．エス

　㈱ＷＡＶＥ

  四国新電電㈱

　㈲プロフィット

　㈱インターデコ

　㈱ノジマ・システムエンジニア

　　リング

 

 ※　四国新電電㈱、㈲プロフィッ

ト、㈱インターデコは、当連結会計

年度において新たに株式を取得した

ため連結の範囲に含めておりま

す。

 

　㈱ウェイヴ、当連結会計年度にお

いて㈱ＷＡＶＥに商号変更をいたし

ました。

 

　休眠中のため非連結子会社であり

ました㈱デジタル・ルネッサンスは

当連結会計年度に㈱ノジマ・システ

ムエンジニアリングに社名変更して

事業を再開したため連結の範囲に含

めております。

 

(2）非連結子会社の名称

　　　――――――――――

(2）非連結子会社の名称

　㈱ノジマ・システムエンジニア

　　リング

(2）非連結子会社の名称

　　　――――――――――

 該当事項はありません。

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社㈱ノジマ・システム

エンジニアリングは休眠中であるた

め連結対象から除外しております。

  上記非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益のうち持分に見合う

額及び利益剰余金等のうち持分に見

合う額のそれぞれの合計額は、連結

会社の総資産、売上高、中間純損益

及び利益剰余金等のそれぞれの合計

額に対する影響が軽微であり、全体

として連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしておりませんので、持分法の

適用をしておりません。

 

 該当事項はありません。

　

  

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。

 

該当事項はありません。

 

３．連結子会社の（中間）決算

日等に関する事項

　㈱ＷＡＶＥ及び㈱インターデコを

除く全ての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。

　㈱ＷＡＶＥは８月末日を中間決算

日としております。中間連結財務諸

表の作成に当たっては、同中間決算

日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、９月１日から９月30日

までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

　また、㈱インターデコの中間決算

日は４月30日であり、中間連結財務

諸表の作成に当たっては、中間連結

決算日現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用しておりま

す。 

　㈱ＷＡＶＥを除く全ての連結子会

社の中間決算日は、中間連結決算日

と一致しております。

　㈱ＷＡＶＥは８月末日を中間決算

日としております。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、９月

１日から９月30日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

　㈱ＷＡＶＥを除く全ての連結子会

社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。㈱ＷＡＶＥは

２月末日を決算日としておりま

す。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、３月１日から連

結決算日３月31日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ）有価証券

①　――――――――

 

②　子会社

移動平均法による原価法

③　その他有価証券

ａ．時価のあるもの

　　　　　　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は部分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）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ）有価証券

①　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

②　子会社

同左

③　その他有価証券

ａ．時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ）有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

②　子会社

同左

③　その他有価証券

ａ．時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は部

分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)

ｂ．時価のないもの

　移動平均法による原価法

ｂ．時価のないもの

同左

ｂ．時価のないもの

同左

(ロ）たな卸資産

商品　移動平均法による低価

法

ただし、リサイクル商品（中

古品）、ＣＤについては売価

還元法による原価法

 

(ロ）たな卸資産

同左

 

(ロ）たな卸資産

同左

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(イ）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(イ）有形固定資産

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(イ）有形固定資産

同左 

建物 27～34年

構築物 10～15年

器具備品 ３～15年

―――――――― (会計方針の変更)

　当社及び連結子会社は、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

益及び税金等調整前中間純利益

に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

　当社及び連結子会社は、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％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度よ

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

益及び税金等調整前中間純利益

に与える影響は軽微であります。

――――――――

(ロ）無形固定資産（ソフトウェ

ア）

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

(ロ）無形固定資産（ソフトウェ

ア）

同左

(ロ）無形固定資産（ソフトウェ

ア）

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）

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権及び

破産更生債権等の特定債権につい

ては、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。

 

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち当中間連結会計期間の

負担額を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

 

 

 

 

(ロ）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

 

(ハ）メンバーズカード引当金

　販売促進目的で発行されるメン

バーズカードに付与したポイント

の利用に伴う費用負担に備えるた

め、利用実績率に基づく将来利用

見込額を計上しております。  

(ハ）メンバーズカード引当金

同左

 

 

 

 

(ハ）メンバーズカード引当金

　　　　　 同左 

 

 

 

 

 

(ニ）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当中間期末要

支給額を計上しております。

(ニ）役員退職引当金

同左

 

 

 

(ニ）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

 

(ホ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。

 

　過去勤務債務は、その発生の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法に

より費用処理しております。

 

(ホ）退職給付引当金

　　　　　同左

 

 

 

 

 

(ホ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。

　数理計算上の差異（11,782千

円）については発生年度に費用処

理しております。

　過去勤務債務は、その発生の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法に

より費用処理しております。

(ヘ）販売商品保証引当金

　販売商品のアフターサービスに

対する費用支出に備えるため、保

証期間内のサービス費用見込額を

過去の実績を基礎にして計上して

おります。

 

(ヘ）販売商品保証引当金

同左

 

 

 

 

(ヘ）販売商品保証引当金

同左

 

 

 

 

(ト）年金基金脱退損失引当金

　　当社の連結子会社である㈱Ｗ

ＡＶＥがパルコ企業年金基金か

ら脱退するに当たって発生する

一括掛金の見込額を計上してお

ります。 

(ト）年金基金脱退損失引当金 

同左

 

 

 

 

(ト）年金基金脱退損失引当金 

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）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

 

(4）重要なリース取引の処理方法

          　同左

(4）重要なリース取引の処理方法

          　同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金利

スワップのみであり、特例処理を

採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ方法…借入金

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジ会計を行っておりま

す。

 

(5）重要なヘッジ会計の方法

          　同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法       

税抜方式によっております。

 

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法       

同左 

 

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

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、随時引出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

 　同左    

 

 

 

 

 

 

　同左  

 

 

 

 

 

 

㈱ノジマ(7419)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 20 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

　(貸借対照表の純資産の部の表示に関する　

会計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第5号　平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号　平成17年12月9日）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

10,972,914千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

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、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。 

 ――――────

 

 

 

  

 

　(貸借対照表の純資産の部の表示に関する　

会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第5号　平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　

平成17年12月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

15,214,900千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

  ――――────

 

 

 

 

 

  ――――────

 

 

 

 

 

　（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度から「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最終改正平成18年

12月22日　企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。

  ――――────

 

 

 

 

 

  ――――────

 

 

 

 

 

　（受取家賃）

　受取家賃については、従来、地代家賃と相

殺して販売費及び一般管理費の「地代家賃」

として表示しておりましたが、当連結会計年

度から営業外収益の「受取家賃」として表示

しております。この変更は、転貸物件が増加

し、受取家賃の重要性が高まったためであり

ます。この結果、従来と同一の方法によった

場合と比較して、営業利益が110,960千円減

少しております。
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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）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

ん」と表示しております。

 

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

ん」又は「負ののれん」と表示しております。

 

――――――――  (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、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」として掲記されていたものに含

まれる「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間か

ら「のれん償却額」又は「負ののれん償却額」と表示して

おります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価

償却累計額
3,967,232千円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※１　有形固定資産の減価

償却累計額
5,261,521千円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※１　有形固定資産の減価

償却累計額
4,490,304千円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

定期預金 520,065千円

建物 592,930

土地 110,127

差入敷金及び
保証金

2,034,552

投資その他の資産
その他

105,640

計 3,363,315

定期預金 520,105千円

建物 553,822

土地 110,127

差入敷金及び
保証金

1,800,669

投資その他の資産
その他

94,700

計 3,079,424

定期預金 520,080千円

建物 579,759

土地 110,127

差入敷金及び
保証金

1,859,862

投資その他の資産
その他

98,490

計 3,168,320

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年内返済予定

長期借入金
495,512 千円 

長期借入金 3,500,745 

計 3,996,257

１年内返済予定

長期借入金
225,000 千円 

長期借入金 3,317,998 

計 3,542,998

１年内返済予定

長期借入金
300,000 千円 

長期借入金 3,448,308 

計 3,748,308

　３　偶発債務

 ――――

　３　偶発債務

  関係会社の取引先からの仕入債務に

対して次のとおり債務保証を行ってお

ります。

㈱サンバースト
　にいがた

1,326 千円

　３　偶発債務

  関係会社の取引先からの仕入債務に

対して次のとおり債務保証を行ってお

ります。

㈱サンバースト
　にいがた

1,541 千円

　４　当社は、資金調達の機動性を高めるた

め、取引銀行３行との間に融資枠（コ

ミットメントライン）を設定しており

ます。

なお、当中間連結会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は次

のとおりであります。

　４　当社は、資金調達の機動性を高めるた

め、取引銀行２行との間に融資枠（コ

ミットメントライン）を設定しており

ます。

なお、当中間連結会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は次

のとおりであります。

　４　当社は、資金調達の機動性を高めるた

め、取引銀行２行との間に融資枠（コ

ミットメントライン）を設定しており

ます。

なお、当連結会計年度末における当融

資枠に基づく借入の実行状況は次のと

おりであります。

借入枠 4,000,000千円

借入実行残高 1,400,000

差引借入未実行残高 2,600,000

借入枠 3,900,000千円

借入実行残高 1,400,000

差引借入未実行残高 2,500,000

借入枠 4,000,000千円

借入実行残高 3,900,000

差引借入未実行残高 100,000

※５　のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示してお

ります。相殺前の金額は次のとおりでありま

す。 

   

 のれん 536,141千円 

負ののれん 192,562  

 差引 343,578  

 ――――  ――――
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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　中間期末商品たな卸高は、低価法によ

る評価損231,115千円を行った後の金額

によって計上されております。

※１　中間期末商品たな卸高は、低価法によ

る評価損279,281千円を行った後の金額

によって計上されております。

※１　期末商品たな卸高は、低価法による評

価損235,239千円を行った後の金額に

よって計上されております。

※２　固定資産除売却損の内訳 ※２　固定資産除売却損の内訳 ※２　固定資産除売却損の内訳

建物 19,060千円

構築物 2,822

車両運搬具 5

器具備品 30,896

  

計 52,784

 ※３　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

場所 用途 種類 その他

 店　舗 

(神奈川県、

東京都、長野

県　他）

店舗設備 
建物及び

構築物 
器具備品 

 

　

　当社グループは、継続的に損益の把握を実

施している店舗をグルーピングの基本単位と

しております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スで、資産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店舗につい

て、当該資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（160,855千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物20,201千円、ソフトウ

エア110,493千円及びその他30,161千円であり

ます。

　当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、主に固定資産税評

価額及び減価償却計算に用いられている税法

規定等に基づく残存価額（取得原価の5％）を

基に評価しています。

建物 17,613千円

構築物 3,353

車両運搬具 187

器具備品 25,322

ソフトウェア 6,075

計 52,552

 ※３　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

場所 用途 種類 その他

 店　舗 

(東京都、千

葉県、新潟県

　他）

店舗設備 

土地、建

物及び構

築物 

器具備品 

 － その他 のれん －

 

　当社グループは、継続的に損益の把握を実

施している店舗をグルーピングの基本単位と

しております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スで、資産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店舗につい

て、当該資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（336,742千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、土地8,904千円、建物254,902

千円、構築物4,902千円及びその他68,032千円

であります。

　なお、のれんについては株式取得時の事業

計画において想定していた収益が見込めなく

なったことから、減損損失（719,835千円）と

して特別損失に計上しました。

　当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、主に固定資産税評

価額及び減価償却計算に用いられている税法

規定等に基づく残存価額（１円）を基に評価

しています。

 建物 69,895 千円

 構築物 4,997

 車両運搬具 5

 器具備品 55,376

 その他 15

 計 130,291

  ※３　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

場所 用途 種類 その他

 店　舗 

(神奈川県、

長野県　他）

 

店舗設備 
建物及び

構築物 

器具備品、

ソフトウェ

ア 

　

　当社グループは、継続的に損益の把握を実

施している店舗をグルーピングの基本単位と

しております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スで、資産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店舗につい

て、当該資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（338,374千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物182,178千円及びその他

156,196千円であります。

　当資産グループの固定資産回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、主に固定

資産税評価額及び減価償却計算に用いられて

いる税法規定等に基づく残存価額（取得原価

の5％）を基に評価しています。
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（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）

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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 15,846 － － 15,846

合計 15,846 － － 15,846

自己株式

普通株式　　（注） 95 － 8 87

合計 95 － 8 87

（注）自己株式のうち普通株式の株式数の減少８千株は、ストックオプションの行使による減少であります。

 

配当に関する事項 

　(1)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成18年５月23日

取締役会
普通株式 94,505 6 平成18年３月31日 平成18年５月23日

　(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月21日

取締役会
普通株式 94,553 利益剰余金 6 平成18年９月30日 平成18年12月４日
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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）

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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 21,578 － － 21,578

合計 21,578 － － 21,578

自己株式

普通株式　　（注） 43 2 2 43

合計 43 2 2 43

 

 

配当に関する事項 

　(1)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成19年４月24日

取締役会
普通株式 129,209 6 平成19年３月31日 平成19年６月８日

　(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月20日

取締役会
普通株式 129,207 利益剰余金 6 平成19年９月30日 平成19年12月４日
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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）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 15,846,496 5,731,642 － 21,578,138

合計 15,846,496 5,731,642 － 21,578,138

自己株式

普通株式 95,500 95,100 147,300 43,300

合計 95,500 95,100 147,300 43,300

（注）１．発行済株式の普通株式の増加5,731,642株は、平成19年３月１日付で㈱真電と合併したことによるものであり

　　　　　ます。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加95,100株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものでありま

　　　　　す。

　　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少147,300株は、ストックオプションの行使によるものであります。

 

配当に関する事項 

　(1)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成18年５月23日

取締役会
普通株式 94,505 6 平成18年３月31日 平成18年５月23日

平成18年11月21日

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

　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月24日

取締役会
普通株式 129,209 利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月８日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　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

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

　

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係　

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 5,259,047千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△994,419

現金及び現金同等物 4,264,627

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 7,459,619千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△609,125

現金及び現金同等物 6,850,493

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 11,373,640千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△597,641

現金及び現金同等物 10,775,999 

２．当連結会計年度に合併した㈱真電より引

き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のと

おりです。また、合併により増加した資本

金及び資本準備金は、それぞれ1,865百万円

及び1,865百万であります。

 （百万円）

流動資産 5,992
固定資産 4,829
資産合計 10,822

流動負債 759
固定負債 276
負債合計 1,035

３．株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに四国新電電㈱、

㈲プロフィット及び㈱インターデコを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び

負債の内訳並びに同社株式の取得価額と

同社取得のための支出（純額）との関係

は次のとおりであります。

四国新電電㈱ （百万円）

流動資産 352
固定資産 498
のれん 587
流動負債 314
固定負債 9
四国新電電㈱の株式
の取得価額

1,113

四国新電電㈱の現金
及び現金同等物

－

差引：四国新電電㈱
取得のための支出

1,113
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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）

㈲プロフィット （百万円）

流動資産 235
固定資産 62
のれん 152
流動負債 177
固定負債 66
㈲プロフィットの株
式の取得価額

190

㈲プロフィットの現
金及び現金同等物

59

差引：㈲プロフィッ
ト取得のための支出

130

㈱インターデコ （百万円）

流動資産 29
固定資産 8
のれん 20
流動負債 16
㈱インターデコの株
式の取得価額

35

㈱インターデコの現
金及び現金同等物

10

差引：㈱インターデ
コ取得のための支出

24

４．連結子会社㈱イーネット・ジャパンにお

ける事業の取得

当連結会計年度に事業の譲受けにより

増加した資産の内訳は次のとおりであり

ます。

のれん 37 百万円

ソフトウェア 15 百万円

合計 52 百万円
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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

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産その他

353,861 285,191 68,669

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産その他

384,029 371,759 12,270

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資
産その他

353,861 320,577 33,283

２．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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 67,490千円

１年超 6,880

合計 74,371

１年内 11,150千円

１年超 1,811

合計 12,961

１年内 36,201千円

１年超 －

合計 36,201

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 39,715千円

減価償却費相当額 35,723

支払利息相当額 1,976

支払リース料 33,456千円

減価償却費相当額 30,353

支払利息相当額 481

支払リース料 79,055千円

減価償却費相当額 71,109

支払利息相当額 3,145

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 201,202 295,311 94,108

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 201,202 295,311 94,108

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 7,235

（当中間連結会計期間）（平成19年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 815,323 697,691 △117,631

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 473,124 465,816 △7,308

合計 1,288,447 1,163,507 △124,939

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

上場債券 329,387

(2）その他有価証券

非上場株式 43,796

 合計 373,184

㈱ノジマ(7419)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 31 －



（前連結会計年度）（平成19年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 815,197 842,656 27,458

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 487,094 484,608 △2,486

合計 1,302,293 1,327,264 24,971

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

上場債券 629,080

(2）その他有価証券

非上場株式 44,196

 合計 673,277

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

　当社グループのデリバティブ取引は

金利スワップのみで、すべてヘッジ会

計が適用されています。

同左 同左

 （ストック・オプション等関係）

 

　　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　

　　該当事項は、ありません。

 

㈱ノジマ(7419)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 32 －



（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）

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

益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれ

も90％超であるため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

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

益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれ

も90％超であるため、記載を省略しております。

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）

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

益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれ

も90％超であるため、記載を省略しております。

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）

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）

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）

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）

海外売上高がないため、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）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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  696円30銭

１株当たり中間純利益   16円03銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
－ 

１株当たり純資産額 645円41銭

１株当たり中間純利益 △54円49銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
 － 

１株当たり純資産額 706円52銭

１株当たり当期純利益 43円55銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
－ 

 

 

 

 

 

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

載しておりません。

2．　1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 252,522 △1,173,430 707,205

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）

純利益（千円）
252,522 △1,173,430 707,205

期中平均株式数 15,755千株 21,535千株 16,237,025株

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権（ス

トックオプション）１種類。

これらの詳細は「第4提出会

社の状況、１株式等の状況、

（2）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。

－ －
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（重要な後発事象）

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

  当社は、平成18年10月17日に、平成19年３月１日を期して、下記のとおり株式会社真電（東証2部・

コード9911）と合併することで基本的合意に達し、「合併に関する基本合意書」を締結し、平成18年12

月19日に「合併契約書」を締結いたしました。

　その概要は次のとおりであります。

 

１．合併の目的

　株式会社真電は、AV、並びにエアコン、冷蔵庫などの季節・白物家電等の家庭用電器製品の販売事

業をおこなっており、新潟県内にて店舗展開をしております。

  同社は、創業以来、地域の専門店として地元に密着し、地域のお客様から支持される店舗を目指し、

家庭用電化製品の販売のみならず、家電製品の点検サポート等のサービスを行う「タスキーサービス」

を積極的に推進し、お客様の満足度の向上に努めております。

　一方当社は、デジタルAV家電関連商品の販売やサービスの提供、又、携帯電話端末販売事業に強み

をもった専門店を、主に神奈川県を中心としたロードサイド、ショッピングモール、丸井をはじめと

した駅前インショップの形態で、神奈川県及びその周辺地域にて店舗展開をしております。

  更に、当社グループ内には、携帯電話端末の卸売、開通業務を行うソロン株式会社、同商品の販売

を行う株式会社テレマックス、楽天市場やyahoo!にてインターネット通販「いーでじ!!」の運営を行っ

ている株式会社イーネット・ジャパン、主要都市や、ショッピングモール内で音楽CD、DVD販売を行う

株式会社WAVEなど、当社を中心として、販売・企画・管理など様々な点で、シナジー効果を得られる

業態のみを結集させNojimaグループを形成しております。特に、携帯電話端末の販売関連では、国内

携帯電話の全キャリアの一次代理店の権利を有するのが大きな武器となっております。

　今期に入りわが国経済は、企業業績の改善を背景に設備投資の増加や個人消費の緩やかな上昇もあ

り、景気は回復基調で推移しておりますが、原油価格の高騰等の懸念事項もあり先行き不透明な状況

であります。

  一方家電流通業界につきましても、単価ダウンやパソコン販売の不振、期待の薄型テレビもワール

ドカップ効果が限定的であったこと、さらには梅雨の長期化によりエアコン販売が低調であった等の

状況にあり、更に、同業他社との競争状態も激しさを増しております。

　このような状況下、株式会社真電との合併につきましては、両社の出店地域の重複がないため地域

補完性が期待できる一方で、商品アイテムにつきましては数多くのものが重複しており、仕入統合等

によりローコスト化、高効率化が期待できると考えております。

　更に、物流部門や本部間接部門の統合、当社システムへの統合を行うことにより、より強固な財務

体質を持ち、スピーディーでかつローコストの経営を行うことが可能となると考えております。

　株式会社真電の店舗につきましては、小型店が中心であり、且つ、老朽化も進んでおりますので、

改装・スクラップアンドビルド等積極的に行い、お客様の立場に立った店舗作りをしてまいります。

又、株式会社真電の店舗の品揃えについても情報関連、通信関連を中心に改善の余地があり、当社の

ノウハウを注入することにより業績の向上が可能であります。

  株式会社真電はここ数年業績不振が続いておりますが、上記記載のように、両社の合併によるシナ

ジー効果が十二分に期待できますので、今般、株式会社真電と合併することで合意に達し、合併契約

書を締結することといたしました。
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２．合併の要旨

　　(１)合併の日程

　　　　合併基本合意書承認取締役会　　　　平成１８年１０月１７日

　　　　合併契約締結　　　　　　　　　　　平成１８年１２月１９日

　　　　合併契約承認臨時株主総会　　　　　平成１９年　１月２９日（予定）

　　　　（当社、株式会社真電）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　合併期日（効力発生日）　　　　　　平成１９年　３月　１日（予定）

　　　　合併登記　　　　　　　　　　　　　平成１９年　３月　１日（予定）

　　　　株券交付日　　　　　　　　　　　　平成１９年　４月１６日（予定）

　　(２)合併方式

　　　　株式会社ノジマを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社真電は解散します。

　　(３)合併比率

会社名 株式会社ノジマ 株式会社真電

 合併比率 1 0.53

 

　　　(注)１．株式の割当比率

　　　　　　　株式会社真電の株式１株に対して、株式会社ノジマの株式0.53株を割当いたします。

　　　　　２．合併比率の算定根拠

　　　　　　　合併比率の算定につきましては、それぞれ第三者機関として、当社が大和証券ＳＭＢＣ

株式会社、株式会社真電が株式会社ＧＭＤコーポレートファイナンスに依頼し、その算

定結果を参考として、当事会社間で慎重に協議を重ね上記の通り決定いたしました。

　　　　　３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ株式会社は、当社、株式会社真電の両社に対しては市場株価法、DCF

（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）法による分析を実施し、その結果を総合

的に勘案して合併比率を算定しました。

　　　　　　　また、当社は、株式会社ＧＭＤコーポレートファイナンスが、当社、株式会社真電の両

社に対しては市場株価方式、DCF（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）方式およ

び修正純資産方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定し

た旨、株式会社真電に確認しております。

　　　　　４．合併により発行する新株式数等

              当社は、合併に際し新たに発行する普通株式を株式会社真電の株主に割り当てる予定で

あります。現段階では、株式会社真電の自己株式数が確定していないため、上記新株式

数について未定であります。

　　　　　  　確定次第お知らせいたします。

　　(４)株式会社真電の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　　　　株式会社真電には、新株予約権及び新株予約権付社債は存在しません。

　　(５)会計処理の概要

　　　　企業会計上は取得に該当しますが、現段階では営業権計上金額及び償却年数は未定であります。

　　　　確定次第お知らせいたします。
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３．合併当事会社の概要（平成18年３月31日現在）

 （１）商号

 
株式会社ノジマ（合併会社） 株式会社真電（被合併会社）

 （２）主な事業内容

 

パソコン・ＡＶ関連用品・家庭用

電気製品・通信関連機器の販売 

パソコン・ＡＶ関連用品・家庭用

電気製品・通信関連機器の販売  

 （３）設立年月日

 
昭和３７年４月２８日 昭和５０年８月２１日 

 （４）本店所在地

 
神奈川県相模原市横山１丁目１番１号 新潟県新潟市万代二丁目３番１６号 

 （５）代表者

 
執行役会長　野島　廣司 取締役社長　真柄　準一

 （６）資本金の額

　　　（平成18年9月30日現在）

 

２，４３０百万円 １，３００百万円 

 （７）発行株式総数

　　　（平成18年9月30日現在）

 

１５，８４６，４９６株 １１，４１７，６５０株 

 （８）純資産

 
１０，０２０百万円 １１，５１１百万円 

 （９）総資産

 
３４，７４６百万円 １２，８４７百万円 

 （10）事業年度の末日

 
３月３１日 ３月３１日 

 （11）従業員数

 
５１５人 ２２９人 

 （12）主要取引先

 
一般顧客、大手家電メーカー 一般顧客、大手家電メーカー  

 （13）大株主及び持株比率

 

野島　廣司　　　　12.5％

野島　隆久　　　　12.2％

野島　絹代　　　　12.0％

ラオックス　　　　17.6％

真柄　準一　　　　17.0％

(財)真柄福祉財団　14.0％

 （14）主要取引銀行

 

三菱東京ＵＦＪ銀行

横浜銀行

みずほ銀行 

第四銀行 

 

 （15）当事会社の関係

 

 資本関係 該当ありません 

 人的関係 該当ありません 

 取引関係 該当ありません 
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４．最近３決算期間の業績（単位：百万円）

 株式会社ノジマ（合併会社） 株式会社真電（被合併会社）

決算期  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

 売上高 81,167 85,179 95,342 9,833 10,188 9,319

 営業利益 163 1,703 1,716 △248 △188 △609

 経常利益 745 2,293 2,338 65 68 △199

 当期純利益 249 857 1,298 53 51 △500

１株当たり当期純

利益(円） 
36.44 60.95 89.71 4.80 4.64 △45.43

１株当たり配当金

（円）  
15.0 10.0 11.0 6.0 6.0 5.0

１株当たり純

資産（円）   
914.66 503.29 636.18 1,088.83 1,086.59 1,045.42

（注）ノジマは、平成16年8月20日付で1株を2株に株式分割を実施しております。

 

５．合併後の状況

   (１)　商号　　株式会社　ノジマ

   (２)　主な事業内容　　デジタルAV家電関連商品の販売、携帯電話の販売、その他これに付随する

サービスの受付

   (３)　本店所在地　　神奈川県　相模原市

   (４)　代表者　　野島　廣司

   (５)　資本金の額　　合併により発行する新株式数が未定であり、今後確定次第お知らせいたします。

   (６)　総資産　　合併により発行する新株式数が未定であり、今後確定次第お知らせいたします。

   (７)　事業年度の末日 　 ３月３１日

   (８)　業績に与える影響    現在策定中であり、明らかになり次第速やかにお知らせいたします。

 

 

 

 

 

 　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。

 　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。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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 ※２ 3,164,440 5,726,234 9,640,712

２．売掛金 2,769,828 2,378,445 4,844,803

３．未収入金 － 2,424,027 2,029,795

４．有価証券 － 99,387 200,000

５．たな卸資産 8,916,206 9,800,337 10,841,764

６．その他 1,968,353 468,646 610,676

７．貸倒引当金 △3,025 △6,996 △6,386

流動資産合計 16,815,803 51.4 20,890,081 51.7 4,074,278 28,161,367 57.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 3,450,635 4,762,440 4,922,200

２．土地 ※２ 1,644,761 3,157,351 3,166,255

３．その他 2,020,040 1,278,206 1,617,896

有形固定資産合計 7,115,438 21.8 9,197,998 22.8 2,082,560 9,706,352 19.9

(2）無形固定資産 232,389 0.7 231,931 0.6 △458 243,354 0.5

(3）投資その他の資産

１．差入敷金及び保
証金

※２ 5,329,758 5,630,449 5,567,439

２．その他 ※２ 3,218,300 4,493,517 5,151,239

３．貸倒引当金 △25,587 △25,587 △25,587

投資その他の資産
合計

8,522,470 26.1 10,098,379 25.0 1,575,908 10,693,091 21.9

固定資産合計 15,870,298 48.6 19,528,308 48.3 3,658,010 20,642,799 42.3

資産合計 32,686,101 100.0 40,418,390 100.0 7,732,289 48,804,166 100.0
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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．買掛金 8,002,987 7,335,603 10,354,889

２．短期借入金  200,000 200,000 2,700,000

３．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 2,898,559 3,360,460 3,612,259

４．１年以内償還予定
社債

－ 500,000 500,000

５．未払金 2,546,714 2,472,508 2,480,987

６．未払法人税等 151,153 50,595 49,567

７．その他 ※４ 742,533 834,875 917,533

流動負債合計 14,541,948 44.5 14,754,042 36.5 212,094 20,615,237 42.2

Ⅱ　固定負債

１．社債 500,000 － －

２．長期借入金 ※２ 5,484,060 4,748,600 6,320,080

３．販売商品保証引当
金

695,808 920,769 768,319

４．役員退職引当金 124,064 132,561 128,975

５．退職給付引当金 696,035 699,621 722,192

６．預り保証金 581,520 631,384 590,466

７．長期前受収益 11,270 － 4,508

８．負ののれん － 5,177,031 5,763,110

固定負債合計 8,092,759 24.8 12,309,968 30.5 4,217,208 14,297,652 29.3

負債合計 22,634,707 69.3 27,064,011 67.0 4,429,303 34,912,889 71.5

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  2,430,096 7.4 4,295,745 10.6 1,865,649 4,295,745 8.8

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  2,845,078 4,710,728 4,710,728

資本剰余金合計  2,845,078 8.7 4,710,728 11.6 1,865,649 4,710,728 9.7

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  80,227 80,227 80,227

(2）その他利益剰余
金

    

土地圧縮積立金  － 123,796 123,796

固定資産圧縮積金  － 69,680 70,744

別途積立金  97,200 97,200 97,200

繰越利益剰余金  4,607,926 3,976,519 4,499,676

利益剰余金合計  4,785,354 14.6 4,347,423 10.8 △437,930 4,871,644 10.0

４　自己株式  △70,399 △0.2 △32,727 △0.1 37,671 △32,765 △0.1

株主資本合計  9,990,129 30.5 13,321,169 32.9 3,331,040 13,845,352 28.4

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評
価差額金

 61,263 0.2 33,209 0.1 △28,054 45,923 0.1

評価・換算差額等合
計

 61,263 0.2 33,209 0.1 △28,054 45,923 0.1

純資産合計  10,051,393 30.7 13,354,379 33.0 3,302,986 13,891,276 28.5

負債純資産合計  32,686,101 100.0 40,418,390 100.0 7,732,289 48,804,166 100.0
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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 45,473,334 100.0 37,553,812 100.0 △7,919,522 94,699,979 100.0

Ⅱ　売上原価 38,045,681 83.7 30,487,056 81.2 △7,558,625 79,155,514 83.6

売上総利益 7,427,653 16.3 7,066,756 18.8 △360,896 15,544,465 16.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※５ 7,461,493 16.3 7,802,427 20.8 340,934 15,494,602 16.4

営業利益又は営業
損失（△）

△33,840 △0.0 △735,671 △2.0 △701,830 49,862 0.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 472,083 1.0 1,185,103 3.2 713,019 1,093,213 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 135,478 0.3 113,226 0.3 △22,252 273,243 0.3

経常利益 302,764 0.7 336,205 0.9 33,441 869,832 0.9

Ⅵ　特別利益 ※３ － － 36,428 0.1 36,428 － －

Ⅶ　特別損失 ※４ 98,526 0.2 616,102 1.6 517,576 592,764 0.6

税引前中間（当
期）純利益

204,237 0.5 △243,468 △0.6 △447,706 277,067 0.3

法人税、住民税及
び事業税

75,474  28,714   34,824

法人税等調整額 6,738  150,980   67,570   

過年度法人税等修
正額

－ 82,212 0.2 △29,074 150,621 0.4 68,408 － 102,395 0.1

中間（当期）純利
益

122,024 0.3 △394,089 △1.0 △516,114 174,672 0.2
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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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,430,096 2,845,078 2,845,078 80,227 97,200 4,584,415 4,761,841 △76,658 9,960,358

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）      △94,505 △94,505  △94,505

中間純利益      122,024 122,024  122,024

自己株式の処分      △4,006 △4,006 6,259 2,253

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）
－ － － － － 23,512 23,512 6,259 29,772

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,430,096 2,845,078 2,845,078 80,227 97,200 4,607,926 4,785,354 △70,399 9,990,129

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）
60,064 60,064 10,020,422

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）   △94,505

中間純利益   122,024

自己株式の処分   2,253

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

 

1,199 1,199 1,199

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
1,199 1,199 30,971

平成18年９月30日　残高

（千円）
61,263 61,263 10,051,393

 （注）平成18年３月期決算の利益処分項目であります。
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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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

土地
圧縮
積立金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日　残

高（千円）
4,295,745 4,710,728 4,710,728 80,227 123,796 70,744 97,200 4,499,676 4,871,644 △32,765 13,845,352

中間会計期間中の変動

額

固定資産圧縮積立金

の取崩額
     △1,063  1,063    

剰余金の配当(注)        △129,179 △129,179  △129,179

自己株式の処分        △952 △952 1,516 564

自己株式の取得          △1,478 △1,478

当期純損失        △394,089 △394,089  △394,089

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額)

           

中間会計期間中の変動

額合計（千円）
     △1,063  △523,157 △524,220 38,000 △524,182

平成19年９月30日　残

高（千円）
4,295,745 4,710,728 4,710,728 80,227 123,796 69,680 97,200 3,976,519 4,347,423 △32,727 13,321,169

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残

高（千円）
45,923 45,923 13,891,276

中間会計期間中の変動

額

固定資産圧縮積立金

の取崩額
   

剰余金の配当(注)   △129,179

自己株式の処分   564

自己株式の取得   △1,478

当期純損失   △394,089

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額)

△12,713 △12,713 △12,713

中間会計期間中の変動

額合計（千円）
△12,713 △12,713 △536,896

平成19年９月30日　残

高（千円）
33,209 33,209 13,354,379

 （注）平成19年３月期決算の利益処分項目であります。
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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 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
利益
準備金

その他利益剰余金

土地圧縮
積立金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

2,430,096 2,845,078 80,227   97,200 4,584,415 △76,658 9,960,357

事業年度中の変動額

合併による変動額 1,865,649 1,865,649  123,796 71,100    3,926,195

固定資産圧縮積立金の取崩     △356  356  －

剰余金の配当(注)       △94,505  △94,505

剰余金の配当       △94,553  △94,553

当期純利益       174,672  174,672

自己株式の取得        △68,345 △68,345

自己株式の処分       △70,706 112,238 41,532

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

        －

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,865,649 1,865,649 － 123,796 70,744 － △84,737 43,893 3,884,993

平成19年３月31日　残高
（千円）

4,295,745 4,710,728 80,227 123,796 70,744 97,200 4,499,676 △32,765 13,845,352

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）

60,064 60,064 10,020,422

事業年度中の変動額

合併による変動額   3,926,195

固定資産圧縮積立金の取崩   －

剰余金の配当(注)   △94,505

剰余金の配当  － △94,553

当期純利益  － 174,672

自己株式の取得   △68,345

自己株式の処分  － 41,532

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△14,140 △14,140 △14,140

事業年度中の変動額合計
（千円）

△14,140 △14,140 3,870,853

平成19年３月31日　残高
（千円）

45,923 45,923 13,891,276

 （注）平成18年３月期決算の利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）
１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　――――――――

 

②子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

②会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

②子会社株式及び関連会社株式

同左

③その他有価証券

時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は部分純

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）

③その他有価証券

時価のあるもの

同左

③その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は部分純資産

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

移動平均法による低価法

　ただし、リサイクル商品（中

古品）については売価還元法に

よる原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(1) 有形固定資産

 　　　   同左

(1) 有形固定資産

 　　　   同左　　

建物 27～34 年

構築物 10～15 年

器具備品 ３～15 年

―――――――― (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に与え

る影響は軽微であります。

(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に与え

る影響は軽微であります。

――――――――

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

同左

(2）無形固定資産（ソフトウェア）

同左
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項目

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）
３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権及び

破産更生債権等の特定債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）販売商品保証引当金

　販売商品のアフターサービスに

対する費用支出に備えるため、保

証期間内のサービス費用見込額を

過去の実績を基礎にして計上して

おります。

(2）販売商品保証引当金

同左

(2）販売商品保証引当金

同左

(3）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当中間期末要

支給額を計上しております。

(3）役員退職引当金

同左

(3）役員退職引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき、計上しております。

　数理計算上の差異(3,525千円)

については、発生年度に費用処理

しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左

５．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金

利スワップのみであり、特例処

理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ方法…借入金

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジ会計を行っております。

　　　   同左 同左

６．その他の中間財務諸表等

（財務諸表等）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方法

税抜方式によっております。

同左 同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準5号　平成17年12月9日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平

成17年12月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

10,051,393千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

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、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

  ――――────

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

5号　平成17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成

17年12月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

13,891,276千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

  ――――────

 

 

 

 

 

  ――――────

 

 

 

 

 

（企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度から「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

計基準委員会最終改正平成18年12月22日　企

業会計基準適用指針第10号）を適用しており

ます。 

  ――――────

 

 

 

 

 

  ――――────

 

 

 

 

 

(受取家賃）

　受取家賃については、従来、地代家賃と相

殺して販売費及び一般管理費の「地代家賃」

として表示しておりましたが、当事業年度か

ら営業外収益の「受取家賃」として表示して

おります。この変更は、転貸物件が増加し、

受取家賃の重要性が高まったためであります。

この結果、従来と同一の方法によった場合と

比較して、営業利益が110,960千円減少して

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）

　「未収入金」は、前中間会計期間末は、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間

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、前中間会計期間末の「未収入金」の金額は

1,554,693千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価

償却累計額

3,300,088 千円

　なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれており

ます。

4,341,474 千円

　なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれており

ます。

3,764,851 千円

　なお、減価償却累計額には、減

損損失累計額が含まれております。

※２　担保提供資産 　担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。

　担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。

　担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

定期預金 520,065 千円

建物 592,930

土地 110,127

差入敷金及び
保証金

2,034,552

投資その他の
資産その他

105,640

計 3,363,315

定期預金 520,105 千円

建物 553,822

土地 110,127

差入敷金及び
保証金

1,800,669

投資その他の
資産その他

94,700

計 3,079,424

定期預金 520,080 千円

建物 579,759

土地 110,127

差入敷金及び
保証金

1,859,862

投資その他の
資産その他

98,490

計 3,168,320

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

１年以内返済予
定長期借入金

495,512 千円

長期借入金 3,500,745 

　計 3,996,257 

１年以内返済予
定長期借入金

225,000 千円

長期借入金 3,317,998 

　計 3,542,998 

１年以内返済予
定長期借入金

300,000 千円

長期借入金 3,448,308

計 3,748,308

　３　偶発債務 　関係会社の金融機関からの借入金

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

　関係会社の金融機関からの借入金

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

　関係会社の金融機関からの借入金

に対する保証は次のとおりでありま

す。

㈱テレマックス 40,000 千円 ㈱テレマックス 70,000 千円 ㈱テレマックス 90,000 千円

  関係会社の取引先からの仕入債務

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

㈱イーネット・
ジャパン

17,410 千円

  関係会社の取引先からの仕入債務

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

㈱サンバースト
  にいがた

1,326 千円

  関係会社の取引先からの仕入債務に

対して次のとおり債務保証を行ってお

ります。

㈱サンバースト
　にいがた

1,541 千円

※４　消費税等の表示方法 　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同左 同左

　５　コミットメントライ

ン

　当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行３行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。

　なお、当中間会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は

次のとおりであります。

　当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行１行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。

　なお、当中間会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は

次のとおりであります。

　当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行１行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。

　なお、当期末における当融資枠に

基づく借入の実行状況は次のとおり

であります。

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 － 

差引借入未実行残
高

2,500,000

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 － 

差引借入未実行残
高

2,500,000

借入枠 2,500,000千円

借入実行残高 2,500,000

差引借入未実行残
高

－
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち

重要なもの

受取利息 17,962千円

仕入割引 324,557

受取利息 26,237千円

仕入割引 407,481

負ののれん償却 586,079

受取利息 40,522千円

仕入割引 741,330

負ののれん償却 97,679

※２　営業外費用のうち

重要なもの

支払利息 85,824千円

売上債権売却損 28,315 

支払利息 106,072千円 支払利息 191,368千円

売上債権売却損 36,691 

※３　特別利益のうち重

要なもの
－ 賃貸借解約補償金 35,000千円 －

※４　特別損失のうち重

要なもの

固定資産除却損 33,493千円

投資有価証券評価損 4,211

減損損失 32,481

固定資産除却損 30,408千円

投資有価証券評価損 242,045

減損損失 307,079

固定資産除却損 76,145千円

投資有価証券評価損 49,164

関係会社株式評価損 209,903

減損損失 195,997

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。 

場所 用途 種類 その他

 店舗　

(長野県)

店舗設

備 

建物及

び構築

物 

器具備

品 

　

　

　当社は、継続的に損益の把握を実施

している店舗をグルーピングの基本単

位としております。

　営業活動から生じる損益が継続して

マイナスで、資産グループの固定資産

簿価を全額回収できる可能性が低いと

判断した店舗について、当該資産グ

ループの帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失（32,481

千円）として特別損失に計上しました。

その内訳は、建物6,517千円及びその

他25,964千円であります。

　当該資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、主

に固定資産税評価額及び減価償却計算

に用いられている税法規定等に基づく

残存価額（取得原価の5％）を基に評

価しています。

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。 

場所 用途 種類 その他

店舗　

(東京都、

千葉県、

新潟県）

店舗設

備 

土地、

建物及

び構築

物 

器具備

品 

　

　当社は、継続的に損益の把握を実施

している店舗をグルーピングの基本単

位としております。

　営業活動から生じる損益が継続して

マイナスで、資産グループの固定資産

簿価を全額回収できる可能性が低いと

判断した店舗について、当該資産グ

ループの帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失

（307,079千円）として特別損失に計

上しました。その内訳は、土地8,904

千円、建物234,928千円、構築物4,902

千円及びその他58,344千円でありま

す。

　当該資産グループの回収可能価額は

正味売却価額及び使用価値により測定

しており、主に固定資産税評価額及び

減価償却計算に用いられている税法規

定等に基づく残存価額（１円）を基に

評価しています。

減損損失

　当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

場所 用途 種類 その他

店舗　

(神奈川

県、長野

県）

店舗設

備 

建物及

び構築

物 

器具備

品 

　

　当社グループは、継続的に損益の

把握をしている店舗をグルーピング

の基本単位としております。

　営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定

資産簿価を全額回収できる可能性が

低いと判断した店舗について、当該

資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損

失（195,997千円）として特別損失

に計上しました。その内訳は、建物

160,906千円、構築物1,717千円及び

その他33,374千円であります。

　当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、

主に固定資産税評価額及び減価償却

計算に用いられている税法規定等に

基づく残存価額（取得原価の5％）

を基に評価しています。

※５　減価償却実施額 有形固定資産 316,214千円

無形固定資産 33,003

有形固定資産 466,046千円

無形固定資産 35,066

有形固定資産 795,624千円

無形固定資産 67,140

㈱ノジマ(7419)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 49 －



（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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 95 － 8 87

合計 95 － 8 87

 （注）株式数の減少８千株は、ストックオプションの行使による減少であります。

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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 43 2 2 43

合計 43 2 2 43

 　　　

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 95,500 95,100 147,300 43,300

合計 95,500 95,100 147,300 43,300

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加95,100株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少147,300株は、ストックオプションの行使によるものであります。
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（リース取引関係）

 

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・

リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

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

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

353,861 285,191 68,669

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
その他

384,029 371,759 12,270

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固
定資産
その他

353,861 320,577 33,283

２．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

２．未経過リース料期末残高相当額

1年内 67,490千円

1年超 6,880千円

合計 74,371

1年内 11,150千円

1年超 1,811千円

合計 12,961

１年内 36,201千円

１年超 －千円

合計 36,201

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 39,715千円

減価償却費相当額 35,723

支払利息相当額 1,976

支払リース料 33,456千円

減価償却費相当額 30,353

支払利息相当額 481

支払リース料 79,055千円

減価償却費相当額 71,109

支払利息相当額 3,145

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

　　関係会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 494,455 1,948,800 1,454,344

合計 494,455 1,948,800 1,454,344

　当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

　　関係会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 856,995 817,500 △39,495

合計 856,995 817,500 △39,495

　前事業年度末（平成19年３月31日） 

　　関係会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 856,995 1,482,400 625,404

合計 856,995 1,482,400 625,404

（企業結合等関係）

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

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 637円82銭

１株当たり中間純利益 7円74銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益
－ 

１株当たり純資産額   620円14銭

１株当たり中間純利益 △18円30銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益
－ 

１株当たり純資産額 645円06銭

１株当たり当期純利益 10円75銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
－ 

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

ておりません。

　　　２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 122,024        △394,089         174,672

普通株主に帰属しない金額

 （千円）

－ － －

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円）
   122,024  △394,089        174,672

期中平均株式数     15,755千株 21,535千株        16,237,025株

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権（ス

トックオプション）１種類。

これらの詳細は、「第4提出

会社の状況、１株式等の状

況（2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであり

ます。

－ －
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（重要な後発事象）

 　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）
 

  当社は、平成18年10月17日に、平成19年３月１日を期して、下記のとおり株式会社真電（東証2部・

コード9911）と合併することで基本的合意に達し、「合併に関する基本合意書」を締結し、平成18年12

月19日に「合併契約書」を締結いたしました。

　その概要は次のとおりであります。

 

１．合併の目的

　株式会社真電は、AV、並びにエアコン、冷蔵庫などの季節・白物家電等の家庭用電器製品の販売事

業をおこなっており、新潟県内にて店舗展開をしております。

  同社は、創業以来、地域の専門店として地元に密着し、地域のお客様から支持される店舗を目指し、

家庭用電化製品の販売のみならず、家電製品の点検サポート等のサービスを行う「タスキーサービス」

を積極的に推進し、お客様の満足度の向上に努めております。

　一方当社は、デジタルAV家電関連商品の販売やサービスの提供、又、携帯電話端末販売事業に強み

をもった専門店を、主に神奈川県を中心としたロードサイド、ショッピングモール、丸井をはじめと

した駅前インショップの形態で、神奈川県及びその周辺地域にて店舗展開をしております。

  更に、当社グループ内には、携帯電話端末の卸売、開通業務を行うソロン株式会社、同商品の販売

を行う株式会社テレマックス、楽天市場やyahoo!にてインターネット通販「いーでじ!!」の運営を行っ

ている株式会社イーネット・ジャパン、主要都市や、ショッピングモール内で音楽CD、DVD販売を行う

株式会社WAVEなど、当社を中心として、販売・企画・管理など様々な点で、シナジー効果を得られる

業態のみを結集させNojimaグループを形成しております。特に、携帯電話端末の販売関連では、国内

携帯電話の全キャリアの一次代理店の権利を有するのが大きな武器となっております。

　今期に入りわが国経済は、企業業績の改善を背景に設備投資の増加や個人消費の緩やかな上昇もあ

り、景気は回復基調で推移しておりますが、原油価格の高騰等の懸念事項もあり先行き不透明な状況

であります。

  一方家電流通業界につきましても、単価ダウンやパソコン販売の不振、期待の薄型テレビもワール

ドカップ効果が限定的であったこと、さらには梅雨の長期化によりエアコン販売が低調であった等の

状況にあり、更に、同業他社との競争状態も激しさを増しております。

　このような状況下、株式会社真電との合併につきましては、両社の出店地域の重複がないため地域

補完性が期待できる一方で、商品アイテムにつきましては数多くのものが重複しており、仕入統合等

によりローコスト化、高効率化が期待できると考えております。

  更に、物流部門や本部間接部門の統合、当社システムへの統合を行うことにより、より強固な財務

体質を持ち、スピーディーでかつローコストの経営を行うことが可能となると考えております。

　株式会社真電の店舗につきましては、小型店が中心であり、且つ、老朽化も進んでおりますので、

改装・スクラップアンドビルド等積極的に行い、お客様の立場に立った店舗作りをしてまいります。

又、株式会社真電の店舗の品揃えについても情報関連、通信関連を中心に改善の余地があり、当社の

ノウハウを注入することにより業績の向上が可能であります。

  株式会社真電はここ数年業績不振が続いておりますが、上記記載のように、両社の合併によるシナ

ジー効果が十二分に期待できますので、今般、株式会社真電と合併することで合意に達し、合併契約

書を締結することといたしました。

㈱ノジマ(7419)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 54 －



２．合併の要旨

　(１)合併の日程

　　　合併基本合意書承認取締役会　　　　　平成１８年１０月１７日

　　　合併契約締結　　　　　　　　　　　　平成１８年１２月１９日

　　　合併契約承認臨時株主総会　　　　　　平成１９年　１月２９日（予定）

　　　（当社、株式会社真電）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　合併期日（効力発生日）　　　　　　　平成１９年　３月　１日（予定）

　　　合併登記　　　　　　　　　　　　　　平成１９年　３月　１日（予定）

　　　株券交付日　　　　　　　　　　　　　平成１９年　４月１６日（予定）

　(２)合併方式

　　　株式会社ノジマを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社真電は解散します。

　(３)合併比率

会社名 株式会社ノジマ 株式会社真電

 合併比率 1 0.53

 

(注) １．株式の割当比率

　　　　　株式会社真電の株式１株に対して、株式会社ノジマの株式0.53株を割当いたします。

 　　２．合併比率の算定根拠

　　　　　合併比率の算定につきましては、それぞれ第三者機関として、当社が大和証券ＳＭＢＣ株式

会社、株式会社真電が株式会社ＧＭＤコーポレートファイナンスに依頼し、その算定結果を

参考として、当事会社間で慎重に協議を重ね上記の通り決定いたしました。

 　　３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

　　　　　大和証券ＳＭＢＣ株式会社は、当社、株式会社真電の両社に対しては市場株価法、DCF（ディ

スカウンテッド・キャッシュ・フロー）法による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して

合併比率を算定しました。

　　　　　また、当社は、株式会社ＧＭＤコーポレートファイナンスが、当社、株式会社真電の両社に

対しては市場株価方式、DCF（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）方式および修正純

資産方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定した旨、株式会社

真電に確認しております。

　　 ４．合併により発行する新株式数等

　　　　　当社は、合併に際し新たに発行する普通株式を株式会社真電の株主に割り当てる予定であり

ます。現段階では、株式会社真電の自己株式数が確定していないため、上記新株式数につい

て未定であります。

　(４)株式会社真電の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　　　株式会社真電には、新株予約権及び新株予約権付社債は存在しません。

　(５)会計処理の概要

　　　企業会計上は取得に該当しますが、現段階では営業権計上金額及び償却年数は未定であります。

　　　確定次第お知らせいたします
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３．合併当事会社の概要（平成18年３月31日現在）

 （１）商号

 
株式会社ノジマ（合併会社） 株式会社真電（被合併会社）

 （２）主な事業内容

 

パソコン・ＡＶ関連用品・家庭用

電気製品・通信関連機器の販売 

パソコン・ＡＶ関連用品・家庭用

電気製品・通信関連機器の販売  

 （３）設立年月日

 
昭和３７年４月２８日 昭和５０年８月２１日 

 （４）本店所在地

 
神奈川県相模原市横山１丁目１番１号 新潟県新潟市万代二丁目３番１６号 

 （５）代表者

 
執行役会長　野島　廣司 取締役社長　真柄　準一

 （６）資本金の額

　　　（平成18年9月30日現在）

 

２，４３０百万円 １，３００百万円 

 （７）発行株式総数

　　　（平成18年9月30日現在）

 

１５，８４６，４９６株 １１，４１７，６５０株 

 （８）純資産

 
１０，０２０百万円 １１，５１１百万円 

 （９）総資産

 
３４，７４６百万円 １２，８４７百万円 

 （10）事業年度の末日

 
３月３１日 ３月３１日 

 （11）従業員数

 
５１５人 ２２９人 

 （12）主要取引先

 
一般顧客、大手家電メーカー 一般顧客、大手家電メーカー  

 （13）大株主及び持株比率

 

野島　廣司　　　　12.5％

野島　隆久　　　　12.2％

野島　絹代　　　　12.0％

ラオックス　　　　17.6％

真柄　準一　　　　17.0％

(財)真柄福祉財団　14.0％

 （14）主要取引銀行

 

三菱東京ＵＦＪ銀行

横浜銀行

みずほ銀行 

第四銀行 

 

 （15）当事会社の関係

 

 資本関係 該当ありません 

 人的関係 該当ありません 

 取引関係 該当ありません 
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４. 最近３決算期間の業績（単位：百万円）

 株式会社ノジマ（合併会社） 株式会社真電（被合併会社）

決算期  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

 売上高 81,167 85,179 95,342 9,833 10,188 9,319

 営業利益 163 1,703 1,716 △248 △188 △609

 経常利益 745 2,293 2,338 65 68 △199

 当期純利益 249 857 1,298 53 51 △500

１株当たり当期純

利益(円） 
36.44 60.95 89.71 4.80 4.64 △45.43

１株当たり配当金

（円）  
15.0 10.0 11.0 6.0 6.0 5.0

１株当たり純

資産（円）   
914.66 503.29 636.18 1,088.83 1,086.59 1,045.42

（注）ノジマは、平成16年8月20日付で1株を2株に株式分割を実施しております。

 

５．合併後の状況

　　(１)　商号　　株式会社　ノジマ

　　(２)　主な事業内容　　デジタルAV家電関連商品の販売、携帯電話の販売、その他これに付随する

サービスの受付

　　(３)　本店所在地　　神奈川県　相模原市

　　(４)　代表者　　野島　廣司

　　(５)　資本金の額　　合併により発行する新株式数が未定であり、今後確定次第お知らせいたしま

す。

　　(６)　総資産　　合併により発行する新株式数が未定であり、今後確定次第お知らせいたします。

　　(７)　事業年度の末日 　 ３月３１日

　　(８)　業績に与える影響    現在策定中であり、明らかになり次第速やかにお知らせいたします。

 

 

 

 

 　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）

 　該当事項はありません。

 　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　該当事項はありません。
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