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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 30,931 19.2 △1,399 － △1,357 － △429 －

19年３月期第３四半期 25,946 △15.4 △1,141 － △1,120 － △1,445 －

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

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △1 82 － －

19年３月期第３四半期 △6 13 － －

19年３月期 △61 08 － －

(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

20年３月期第３四半期 8,823 7,518 85.2 31 87

19年３月期第３四半期 22,235 20,705 93.0 87 61

19年３月期 10,215 7,702 75.4 32 64

(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

20年３月期第３四半期 △1,857 1,883 53 1,520

19年３月期第３四半期 △1,810 △585 △0 13,931

19年３月期 △1,338 △13,514 △33 1,441
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年３月期第３四半期 － －

20年３月期第３四半期 － －

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）　【参考】

 （％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 46,135 26.1 △1,452 － △1,414 － △674 － △2 85

 ※連結業績予想につきましては、平成19年12月20日公表時から変更しておりません。

４．その他

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

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

　[詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]

(参考)　個別業績の概況

１．平成20年３月期第３四半期の個別業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 30,702 19.5 △1,345 － △1,343 － △979 －

19年３月期第３四半期 25,692 △15.6 △1,121 － △1,105 － △1,423 －

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

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △4 15 － －

19年３月期第３四半期 △6 03 － －

19年３月期 △61 01 － －

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 8,524 7,268 85.3 30 81

19年３月期第３四半期 22,698 21,293 93.7 90 10

19年３月期 10,607 8,286 78.1 35 12

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 45,852 26.6 △1,343 － △1,345 － △1,165 － △4 93

※個別業績予想につきましては、平成19年12月６日公表時から変更しておりません。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

な要因によって見通しと異なる場合がありえることをご承知おき願います。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期の自動車流通業界におきましては、新型車の投入やモデルチェンジによる需要の増加や中国やアジア諸

国等の新興国経済の堅調な推移により輸出の伸びが見込まれる一方、原油価格の高騰による物価上昇、自動車購買意欲

の減退、中古車発生台数の減少、中古車仕入競争の激化やオークション市場の伸び率が鈍化する等、厳しい環境となり

ました。

　このような状況の中、当社は中期事業計画「CARCHS Rebuilding PLAN」に基づき事業の強化に取組んだ結果、９月度

～12月度において4ヵ月連続で過去の同月対比における買取台数の過去最高記録を更新に至るなど好調に推移しておりま

す。また、買取事業を中心に売上増を推進する一方、リピート率の向上及び、ライフタイムバリューの向上を目指し、

顧客満足を追求した結果、株式会社ウェブクルーが実施した「2006年４月から2007年３月の業者別満足度ランキング」

において、満足度ナンバーワン企業に選ばれております。

例年第３四半期は、季節的な要因により売上高が減少するなど厳しい時期となりますが、当第３四半期における売上高

は、大型販売店であるカーチス名取及び、カーチス阪神の閉鎖による影響を受けたものの、買取事業の強化による買取

台数増加に伴いオートオークション販売台数が大きく増加し、30,931百万円（前年同期は25,946百万円）となりました。

買取事業の実績向上により、最大の需要期となる第４四半期に向けて顧客販売用の良質車輌が十分に確保され、売上高

における予実計画は順調な推移を見せております。

　特に第３四半期（10月～12月度）においては、人員の再配置や直間比率の改善等に取り組み、一人当たりの生産性が

大幅に向上した結果、売上高で昨年比34.0％増を記録するに至っております。

　しかしながら、営業利益及び経常利益につきましては、効率的なマーケティング活動による広告宣伝費の抑制並びに

地代家賃の交渉・見直しによるコスト削減など着実な収益基盤の改善・強化は図られたものの、上期中における販売及

び一般管理費の増加、株式会社ソリッドアコースティックスに対する係争費用に加えて、リーマン・ブラザーズ証券株

式会社に対する係争費用や株式会社ケン・エンタープライズ（以下、「ケン社」という。）による当社株式の公開買付

け（以下、「本公開買付け」という。）等の対応費用の増加が影響し、営業損失1,399百万円（前年同期は1,141百万円

の損失）、経常損失1,357百万円（前年同期は1,120百万円の損失）となりました。

　また、当期純損失につきましては、平成19年10月30日付にて完了した持分法適用会社の株式譲渡に伴う株式売却益や

訴訟の和解に伴う貸倒引当金戻入益を計上したことの影響から、当四半期純損失429百万円（前年同期は1,445百万円の

損失）となりました。

　当第３四半期において、当社の親会社であった株式会社ソリッドアコースティックスが当社株式所有数の減少等によ

り、当社の親会社、その他の関係会社から異動となりました。（詳細につきましては、平成19年10月19日及び同年12月

13日公表の当社プレスリリースをご参照ください。）

　また、平成19年10月31日、ケン社より本公開買付けする旨の公表を受け、ケン社は平成19年10月31日から同年12月12

日まで本公開買付けを実施し、同年12月13日「公開買付報告書」、同年12月14日「大量保有報告書」を関東財務局へ提

出いたしました。さらに、ケン社は本公開買付け終了後に当社株式を追加取得し、同年12月17日「変更報告書（大量保

有）」を関東財務局へ提出いたしました。当社といたしましては、当変更報告書において当社株式118,109,200株（議決

権に対する割合50.05%）を取得・保有しているとの記載より、ケン社は当社の親会社及び主要株主に該当するとの判断

にいたっております。（詳細につきましては、平成19年10月31日、同年12月13日及び同年12月18日公表の当社プレスリ

リースをご参照ください。）

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

　　当第３四半期末における資産合計は8,823百万円となり前連結会計年度末に比べ1,392百万円減少しました。この主

　な要因は、流動資産が66百万円減少し、投資その他の資産も1,139百万円減少したことによります。

　　負債合計は1,305百万円となり前連結会計年度末に比べ1,207百万円減少しました。この主な要因は、流動負債が

　1,104百万円減少し、固定負債も103百万円減少したことによります。

　　純資産合計は7,518百万円となり前連結会計年度末に比べ184百万円減少しました。この主な要因は、利益剰余金が

　145百万円減少したことによります。

 　（キャッシュ・フローの状況）

　　当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は1,520百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円増加　

　となりました。

　　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減損損失362百万円や売上債権の減少547百万円などのプラス要因があ

　ったものの、貸倒引当金の減少1,075百万円や関係会社株式売却益1,069百万円等のマイナス要因などが主な要因とな

　り、結果として1,857百万円のマイナス（前年同期は1,810百万円のマイナス）となりました。

　　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、固定資産の取得による支出338百万円や、差入敷金保証金の増加による

　支出182百万円あったものの、関係会社株式売却による収入が1,722百万円あったため、結果として1,883百万円のプラ

　ス（前年同期は585百万円のマイナス）となりました。

　　「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、短期借入による収入が375百万円、短期借入金の返済によ

　る支出が320百万円あり、結果として53百万円のプラス（前年同期は0.02百万円のマイナス）となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　　通期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成19年12月20日に公表「中間決算短信の訂正に伴う通期業績予

　想の修正に関するお知らせ」）から変更はございません。

 

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）

　　　該当事項はございません。

　（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　　法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

　（３）最近連結会計年度からの会計処理の変更

　　　法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得する有形固定資産の減価償却費については、改正後の法人税

　　法に基づく方法に変更しております。なお、この変更により損益への影響額は軽微であります。

　　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日）が平成20年３月31日以前に開始　

　　する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、同会計基準を適用しております。

　　　これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ10,391千円減少しております。
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３．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期末）

対前四半期比
前連結会計年度

（平成19年３月期末）

区分 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 11,032,612 1,520,314 1,586,230

２　受取手形及び売掛金 311,892 307,313 930,389

３　有価証券 2,996,715 － －

４　たな卸資産 4,424,697 4,196,102 3,718,364

５　関係会社未収利息 － － 65,084

６　その他 283,395 448,005 239,709

　　貸倒引当金 △5,317 － △1,653

流動資産合計 19,043,996 85.6 6,471,736 73.3 △12,572,260 6,538,124 64.0

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物及び構築物 896,274 502,877 780,750

(2）土地 232,200 232,200 232,200

(3）建設仮勘定 － － 39,518

(4）その他 56,412 43,757 72,803

有形固定資産合計 1,184,887 5.4 778,835 8.8 △406,052 1,125,273 11.0

２　無形固定資産       

(1）のれん － 226,807 －

(2）その他 114,149 4,296 71,306

無形固定資産合計 114,149 0.5 231,103 2.6 116,954 71,306 0.7

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 753,688 56,369 751,078

(2）長期債権 6,927,047 6,527,047 6,929,463

(3）長期売掛金 505,725 288,322 518,489

(4）ＣＭＳによる

    関係会社寄託金
－ 11,932,623 12,160,000

(5）差入敷金保証金 861,456 798,925 1,173,281

(6）その他 73,418 26,299 318,844

貸倒引当金 △7,229,081 △18,287,602 △19,370,158

投資その他の資産合計 1,892,254 8.5 1,341,985 15.3 △550,269 2,480,999 24.3

固定資産合計 3,191,292 14.4 2,351,924 26.7 △839,368 3,677,578 36.0

資産合計 22,235,289 100.0 8,823,661 100.0 △13,411,628 10,215,703 100.0

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)平成 20 年３月期第３四半期決算短信

－ 5 －



前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期末）

対前四半期比
前連結会計年度

（平成19年３月期末）

区分 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 206,394 310,578 538,889

２　未払金 612,147 472,150 1,089,804

３　未払法人税等 55,138 53,784 76,755

４　賞与引当金 76,670 83,500 161,371

５　社名変更関連費用引当金 64,851 － －

６　閉鎖店舗引当金 54,912 － 11,397

７　債務保証損失引当金 1,017 － 2,443

８　その他 333,113 364,936 508,741

流動負債合計 1,404,244 6.3 1,284,950 14.6 △119,294 2,389,403 23.4

Ⅱ　固定負債

１　預り保証金 81,595 20,362 87,034

２　長期未払金 14,760 － 9,840

３　繰延税金負債 25,822 － 24,948

４　リース資産減損勘定 2,905 － 2,074

固定負債合計 125,083 0.6 20,362 0.2 △104,721 123,896 1.2

負債合計 1,529,328 6.9 1,305,312 14.8 △224,015 2,513,300 24.6
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前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期末）

対前四半期比
前連結会計年度

（平成19年３月期末）

区分 金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

 (千円)
金額（千円）

構成比

（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金 14,447,805 14,447,805 14,447,805

２　資本剰余金　 7,555,702 7,555,702 7,555,702

３　利益剰余金 △1,366,776 △14,481,413 △14,335,769

４　自己株式 △1,979 △3,744 △1,987

株主資本合計 20,634,752 92.8 7,518,349 85.2 △13,116,402 7,665,751 75.0

Ⅱ　評価・換算差額等　        

１　その他有価証券

評価差額金
37,937 － 36,652

評価・換算差額合計 37,937 0.2 － － △37,937 36,652 0.4

Ⅲ　新株予約権　 33,272 0.1 － － △33,272 － －

純資産合計 20,705,961 93.1 7,518,349 85.2 △13,187,612 7,702,403 75.4

負債及び純資産合計 22,235,289 100.0 8,823,661 100.0 △13,411,628 10,215,703 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

対前四半期比
前連結会計年度

（平成19年３月期）

区分 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 25,946,686 100.0 30,931,339 100.0 4,984,652 36,578,333 100.0

Ⅱ　売上原価 20,792,054 80.1 25,226,300 81.6 4,434,246 29,499,545 80.6

売上総利益 5,154,632 19.9 5,705,039 18.4 550,406 7,078,787 19.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,295,647 24.3 7,104,202 23.0 808,555 8,957,139 24.5

営業損失 1,141,015 △4.4 1,399,163 △4.6 258,148 1,878,352 △5.1

Ⅳ　営業外収益 21,077 0.1 56,238 0.2 35,161 95,328 0.2

Ⅴ　営業外費用 544 0.0 15,001 0.0 14,456 5,001 0.0

経常損失 1,120,482 △4.3 1,357,926 △4.4 237,443 1,788,024 △4.9

Ⅵ　特別利益 27,907 0.1 1,477,862 4.8 1,449,955 32,213 0.1

Ⅶ　特別損失 317,427 1.2 511,514 1.7 194,086 12,608,355 34.5

税金等調整前四半期

（当期）純損失
1,410,002 △5.4 391,577 △1.3 △1,018,424 14,364,167 △39.3

法人税、住民税及び事

業税
35,422 0.2 38,239 0.1 2,816 50,250 0.1

四半期（当期）純損失 1,445,425 △5.6 429,816 △1.4 △1,015,608 14,414,418 △39.4
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

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

第３四半期連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩（千円）  △4,806,321 4,806,321  －

四半期純損失（千円）   △1,445,425  △1,445,425

自己株式の取得（千円）    △24 △24

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

     

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円）
－ △4,806,321 3,360,896 △24 △1,445,449

平成18年12月31日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △1,366,776 △1,979 20,634,752

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
66,425 66,425 33,272 22,179,899

第３四半期連結会計期間中の変動額

資本準備金の取崩（千円）    －

四半期純損失（千円）    △1,445,425

自己株式の取得（千円）    △24

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

△28,488 △28,488 － △28,488

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円）
△28,488 △28,488 － △1,473,937

平成18年12月31日　残高

（千円）
37,937 37,937 33,272 20,705,961
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当第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

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

第３四半期連結会計期間中の変動額

四半期純損失（千円）   △429,816  △429,816

連結範囲の変更を伴う利益剰余金

増加額（千円）
  284,172  284,172

自己株式の取得（千円）    △1,757 △1,757

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

     

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － △145,644 △1,757 △147,401

平成19年12月31日　残高

（千円）
14,447,805 7,555,702 △14,481,413 △3,744 7,518,349

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 7,702,403

第３四半期連結会計期間中の変動額

四半期純損失（千円）   △429,816

連結範囲の変更を伴う利益剰余金

増加額（千円）
  284,172

自己株式の取得（千円）   △1,757

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

△36,652 △36,652 △36,652

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円）
△36,652 △36,652 △184,053

平成19年12月31日　残高

（千円）
－ － 7,518,349
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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） 14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩  △4,806,321 4,806,321  －

当期純損失   △14,414,418  △14,414,418

自己株式の取得    △31 △31

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

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

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

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 66,425 66,425 33,272 22,179,899

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩    －

当期純損失    △14,414,418

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△29,773 △29,773 △33,272 △14,477,496

平成19年３月31日　残高（千円） 36,652 36,652 － 7,702,403
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

対前四半期比 
前連結会計年度

（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税金等調整前当期純損失 △1,410,002 △391,577  △14,364,167

２　減価償却費 149,739 192,036  321,468

３　のれん代償却 － 32,401  －

４　保証金償却 － 2,419  －

５　減損損失 175,298 362,021  307,151

６　貸倒引当金の増減額（△減少額） △591,267 △1,075,658  11,546,145

７　賞与引当金の減少額 △98,278 △73,833  △13,577

８　社名変更関連費用引当金の減少額 △205,148 －  △270,000

９　閉鎖店舗引当金の減少額 △9,195 △11,397  △52,710

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

11　受取利息および受取配当金 △2,388 △3,196  △68,970

12　支払利息 － 338  －

13　投資有価証券売却益 － △46,016  －

14　関係会社株式売却益 － △1,069,713  －

15　投資有価証券評価損 486 －  486

16　有形固定資産売却益 △1,277 △2,766  △1,490

17　有形固定資産除売却損 2,412 780  2,645

18　無形固定資産除売却損 23 5,483  23

19　原状回復費用 － 143,229  －

20　売上債権の増減額（△増加額） 491,373 547,515  △51,653

21　たな卸資産の増減額（△増加額） △628,735 △477,818  77,598

22　仕入債務の増減額（△減少額） △203,634 △224,799  130,529

23　未払消費税等の増加額（△減少額） 5,175 △15,587  38,946

24　長期債権の減少額 751,866 －  728,929

25　持分法による投資損益 1,103 △37,178  1,554

26　未払金の増減額（△減少額） △127,288 △309,649  266,163

27　長期売掛金の減少額 － 230,166  －

28　その他 32,046 346,493  202,854

小計 △1,670,728 △1,875,073 △204,345 △1,199,686

29　利息及び配当金の受取額 2,388 68,280  3,886

30　利息の支払額 － △338  －

31　法人税等の支払額 △141,678 △50,298  △142,341

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,810,018 △1,857,429 △47,411 △1,338,141
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前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

対前四半期比 
前連結会計年度

（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金等の純増減額 － △27,258  －

２　預け入れ機関に拘束力のある普通預金 △97,765 －  △144,714

３　投資有価証券の売却による収入 － 56,413  －

４　持分法適用会社株式売却による収入 － 1,722,080  －

５　有形固定資産の取得による支出 △374,169 △278,832  △474,538

６　有形固定資産の売却による収入 2,423 3,051  2,661

７　無形固定資産の取得による支出 △116,035 △59,787  △139,135

８　長期前払費用の取得による支出 △3,613 －  △5,144

９　差入敷金保証金増加による支出 △25,789 △182,580  △390,838

10　差入敷金保証金減少による収入 16,987 163,934  20,044

11　短期貸付けによる支出 － －  △285,100

12　長期貸付けによる支出 － △6,237  －

13　ＣＭＳによる関係会社寄託金回収による収入 － 227,376  －

14　ＣＭＳによる関係会社寄託支出 － －  △12,160,000

15　長期貸付けの回収による収入 6,000 150,141  6,000

16　連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による

収入
－ 72,291  －

17　連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による

収入
－ 7,605  －

18　その他 6,198 34,817  56,365

投資活動によるキャッシュ・フロー △585,763 1,883,015 2,468,779 △13,514,400

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入による収入 － 375,000  －

２　短期借入金返済による支出 － △320,000  －

３　その他 △27 △1,787  △33,313

財務活動によるキャッシュ・フロー △27 53,212 53,239 △33,313

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △2,395,809 78,797 2,474,607 △14,885,855

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 13,931,561 1,520,314 △12,411,247 1,441,516
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(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

―――――― 　当社グループは、当第３四半期連結会
計期間において営業損失1,399百万円、
当四半期純損失429百万円を計上いたし
ました。また、営業キャッシュ・フロー
につきましても1,857百万円と継続的に
マイナスとなっております。さらに、当
第３四半期連結会計期間末における現金
及び現金同等物の金額が1,520百万円と
なっており、前第３四半期連結会計期間
末(13,931百万円)に比べて著しく減少し
ております。当該状況を総合的に鑑みて、
当社グループには継続企業の前提に関す
る重要な疑義が存在しております。
　当第３四半期連結会計期間におきまし
て当社グループが確保した運転資金は、
当社保有株式売却等の実施により3,477
百万円となりました。運転資金の調達に
関する詳細につきましては、下記資金不
足額の調達表をご覧ください。
　このような状況から早急に脱却するた
めに、当社グループでは平成19年７月30
日公表の中期事業計画「CARCHS 
Rebuilding PLAN」(平成20年３月期から
平成22年３月期)を策定し、当該計画の
達成に向けて邁進しております。
・営業損益および営業キャッシュ・フ
ローへの対応
　「買取直販モデル」を推進し、原価コ
ストの削減、店舗のスクラップアンドビ
ルドを積極的に実施してまいります。ま
た、法人営業の強化、地域の新規顧客の
獲得を促進させるとともに、人材教育に
よる営業１人当たり販売台数・買取台数
の向上を実現させることで、売上高に見
合う営業損益および営業キャッシュ・フ
ローの確保を図ってまいります。
・販売管理費の圧縮と財務強化 
　当第３四半期連結会計期間におきまし
ては、販売費および一般管理費において、
新卒採用・中途採用に伴う人件費の増加、
テレビＣＭ放映に伴う広告宣伝費の増加、
株式会社ソリッドアコースティックスや
リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対
する係争費用や株式会社ケン・エンター
プライズによる当社株式の公開買付け等
の対応費用の増加が影響し、営業損失
1,399百万円（前年同期は1,141百万円の
損失）となりました。当社グループでは
引き続き費用対効果を徹底的に検証し、
更なる経費の圧縮を図ってまいります。
　
　また、平成19年10月30日付にて持分法
適用会社の株式譲渡が完了し、1,722百
万円の資金調達を実現いたしました。当
社グループは今後の資金調達に関し、当
社グループにとって最も経済合理的に実
施すべく、引き続き鋭意努力してまいり
ます。

　当社グループは、第18期687百万円、
第19期915百万円、第20期1,878百万円と
継続して大幅な営業損失を計上しており
ます。当連結会計年度においては多額の
貸倒引当金を計上したため、当期純損失
は14,414百万円にのぼりました。また、
営業キャッシュ・フローにつきましても
第18期645百万円、第19期1,681百万円、
第20期1,338百万円と継続的にマイナス
となっております。さらに、当連結会計
年度においては、現金及び現金同等物の
金額が1,441百万円となっており、前連
結会計年度末(16,327百万円)に比べて著
しく減少しております。当該状況を総合
的に鑑みて、当社グループには継続企業
の前提に関する重要な疑義が存在してお
ります。　
　このような状況から早急に脱却するた
めに、当社グループでは中期事業計画
(平成20年３月期から平成22年３月期)を
策定し、当該計画の達成に向けて邁進す
る所存です。　
・営業損益および営業キャッシュフロー
への対応
　営業では１人あたりの生産性を重視し
てまいります。営業研修部を新設して個
人のスキルアップをはかり、全国55ある
店舗(平成19年３月末現在)よりスクラッ
プ・アンド・ビルドを積極的に行います。
新たに導入した事業部制では買取・直販
体制を構築させ、社内流通量を10,000台
に増加し陸送費、オークション仕入れ手
数料の削減を強化すること、そしてより
地域に密着した営業、機動的なマーケ
ティングを遂行いたします。
・販売管理費の圧縮と財務強化
　第20期におきましては広告宣伝費が802
百万円増加いたしましたが、費用対効果
を徹底的に検証してまいります。本社家
賃の見直し(移転含む)など経費圧縮に努
め、持分法適用会社である株式会社オー
トサーバー株式の売却を早期に実現させ、
当社の財務強化、安定に努めてまいりま
す。
　なお、第21期の資金収支の予想、およ
び今後確保すべき運転資金につきまして
は、当社保有株式・不動産の売却、担保
不動産の売却、およびエクイティ・ファ
イナンス等の実施により4,758百万円を
調達してまいります。詳細は、下記資金
不足額の調達表をご参照ください。
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

――――――    (単位：百万円) 

項目

資金不足額の調達

調達時期及び

調達予定時期

調達予

定額
調達実施額

当社保有株式

売却
平成19年６月 66 56

担保不動産売

却
平成19年８月 217 227

担保不動産売

却
平成20年３月 460 ―

当社保有株式

売却
平成19年10月 1,170 1,722

エクイティ

ファイナンス

等

平成20年３月 2,000 ―

当社保有不動

産売却
平成20年３月 200 ―

担保株式売却 平成20年３月 2 ―

担保株式売却 平成19年８月 209 150

担保株式売却 平成20年３月 4 ―

差入保証金返

還
平成19年９月 80 102

商品在庫圧縮

第１四半期
平成19年６月 350 568

商品在庫圧縮

第２四半期
平成19年９月 0 562

子会社株式売

却
平成19年９月 0 90

合計

調達金額及び

調達実施額の

合計 

4,758 3,477

 

　当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えております。

このため、四半期連結財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、上記の

重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表

には反映しておりません。

   (単位：百万円) 

項目

資金不足額の調達

調達時期
数量

(株)
調達額

当社保有株式

売却
平成19年６月 360 66

担保不動産売

却
平成19年７月  217

担保不動産売

却
平成19年７月  460

当社保有株式

売却
平成19年７月 8,848 1,170

エクイティ

ファイナンス

等

平成19年７月  2,000

当社保有不動

産売却
平成19年９月  200

担保株式売却 平成19年９月 48,800 2

担保株式売却 平成19年９月 280,000 209

担保株式売却 平成19年９月 93,440 4

差入保証金返

還
平成19年９月  80

商品在庫圧縮 随時  350

 調達金額の合計 4,758

 

　当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えております。

このため、連結財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、上記の重要な

疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。
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(6）重要な後発事象

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31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．当社資産への質権設定

 平成19年１月12日開催の取締役会において、当社

資産への質権設定を決定いたしました。

 質権設定の概要

１．対象資産 現金　　　　　90億円

政府短期証券　30億円

２．質権設定日 平成19年１月12日

３．質権者 リーマン・ブラザーズ証券

株式会社

４．質権解除期日 平成19年３月中旬（予定）

＊質権の解除期日について

は株式会社ソリッドアコー

スティックス（以下、「ソ

リッド社」）の確認を受け

ております。

５．質権設定の理由 当社親会社となるソリッド

社の意向により、同社から

の役員派遣による経営権掌

握までの当社資産保全及び

当社の経済的利得を目的と

しております。

＊対象資産に対し、ソリッド社より年利３％の質権

設定料を受取る。

 

 ２．親会社及び主要株主である筆頭株主の異動

（1）異動に至った経緯

 平成18年12月１日、株式会社ソリッドアコース

ティックス（以下、「ソリッド社」）は、当社株式

に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）を

行なう旨を発表し、当社は同日開催の取締役会にお

いて本公開買付けに賛同することを決議し、その旨

を表明しました。

　平成18年12月４日から平成19年１月９日までに実

施された本公開買付けの結果、平成19年１月10日、

ソリッド社より当社の普通株式120,353,700株を取

得した旨の報告がなされました。

１．株式会社ソリッドアコースティックスに対

する寄託金返還請求訴訟の中断について

　当社は、株式会社ソリッドアコースティック

ス（以下、「ＳＡ社」という。）の破産手続開

始の申立てを行っておりましたが、平成19年12

月26日、東京地方裁判所よりＳＡ社の破産手続

開始決定がなされたことにより、「株式会社ソ

リッドアコースティックスに対する寄託金返還

請求訴訟」が中断されることとなりました。

　当該訴訟の中断により、「ＳＡ社に対する寄

託金返還請求訴訟」におけるＳＡ社に対する債

権の存否の判断および現実の回収につきまして

は、今後、破産手続上で行っていくこととなり

ます。

１．親会社が運営するＣＭＳ口座について

　当社の親会社である株式会社ソリッドア

コースティックスが運営するＣＭＳ口座に当

社が寄託した資産120億円は、親会社がリー

マン・ブラザーズ証券株式会社（以下、「Ｌ

Ｂ社」といいます。）との間の金銭消費貸借

契約（以下、「本件債務」といいます。）に

基づき、自己担保として預託（以下、「預託

担保」といいます。）しておりましたが、Ｌ

Ｂ社は、平成19年６月５日、親会社が本件債

務の期限の利益を喪失したとして預託担保を

本件債務の弁済に充当いたしました。これを

受け当社は、親会社とのＣＭＳに関する契約

を破棄し、準消費貸借契約を締結、親会社の

資産を当社へ追加差入れ、債務の弁済に充当

する旨を親会社に申請することを平成19年６

月６日開催の取締役会で決議いたしまし

た。

２．持分法適用会社株式の売却について

　株式会社オートサーバー株式について、平

成19年５月31日開催の取締役会において当社

所有の全株式を売却する旨決議いたしました。

第21期上期中（平成19年９月30日まで）に、

売却を行います。

３．運転資金対応について

　当社は、平成19年６月８日開催の取締役会

にて、当社保有株式の売却、不動産の売却お

よびエクイティファイナンス等の実施等、第

21期中に40億円超の資金を調達することを決

議いたしました。
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31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）

　また、当社の主要株主である筆頭株主の株式会社

ライブドアからは、その保有する当社株式

120,353,600株全株式を本公開買付けに応募した旨

の報告がありました。

　本公開買付けにより、ソリッド社の所有する当社

議決権の数が、当社の総株主の議決権の数に対する

割合で50％超となり、ソリッド社は新たに当社の親

会社及び主要株主である筆頭株主に該当することと

なり（ソリッド社の親会社である有限会社ＫＧホー

ルディングスも当社の親会社に該当）、一方、株式

会社ライブドアは当社の親会社及び主要株主である

筆頭株主に該当しないこととなります。

 （2）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当す

ることとなった株主の概要

①株式会社ソリッドアコースティックスの概要

１．商号 株式会社ソリッドアコース

ティックス

２．主な事業内容 投資事業、事業育成（インキュ

ベーション）事業、及び子会社

管理（ビジネスマネジメント）

事業

３．設立年月日 平成13年12月４日

４．本店所在地 東京都港区芝一丁目11番11号住

友不動産芝ビル１階

５．代表者 代表取締役　江川　賢記

６．資本金 18億1,800万円

７．大株主構成及び

持株比率

有限会社ＫＧホールディングス

　　90.42％

江川　賢記　　9.58％

 

 ・異動前後における当該株主の所有議決権の数及

び総株主の議決権に対する割合

 議決権の個数

 

所有株式数

議決権総数に対す

る割合

発行済株式総数に

対する割合

大株主

順位

異動前 ― ― ―

異動後
1,203,537個

120,353,700株

51.03％

51.00％
第１位

＊議決権を有しない株式として発行済株式の総数か

ら控除した株式数（平成18年９月30日現在）　　　

　　　　　　

133,212株

＊発行済株式の総数（平成18年９月30日現在）

235,987,091株

＊なお、議決権を有しない株式として発行済株式の

総数から控除した株式数は、平成18年９月30日現在

の単元未満株式数、自己名義株式及び証券保管振替

機構名義の失念株式数を考慮して算出しております。

―――――― ――――――

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)平成 20 年３月期第３四半期決算短信

－ 17 －



前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31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有限会社ＫＧホールディングスの概要（ソリッド

社の親会社）

１．商号 有限会社ＫＧホールディングス

２．主な事業内容 投資事業・経営コンサルティン

グ事業

３．設立年月日 平成17年10月19日

４．本店所在地 東京都港区高輪四丁目24号

55-306号

５．代表者 代表取締役　川上　巌

６．資本金 300万円

７．大株主構成及

び持株比率

川上　巌　　　51.00％

川上　嘉次　　49.00％

 

・異動前後における当該株主の所有議決権の数及び

総株主の議決権に対する割合

 議決権の個数（間接

保有）

所有株式数（間接保

有）

議決権総数に対する

割合

発行済株式総数に対

する割合

異動前 ― ―

異動後
（1,203,537個）

（120,353,700株）

（51.03％）

（51.00％）

 

＊１．有限会社ＫＧホールディングスは、当社の親

会社等の親会社であります。 

＊２．（）内は、間接保有分を示しております。

（3）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当し

ないこととなった株主の概要

株式会社ライブドアの概要 

１．商号 株式会社ライブドア

２．主な事業内容 インターネット関連事業

３．設立年月日 1997年８月（創立1996年４月）

４．本店所在地 東京都港区六本木６丁目10-1

５．代表者 代表取締役社長　兼ＣＥＯ　平

松　庚三

６．資本金 2,231百万円

 

 ・異動前後における当該株主の所有議決権の数及

び総株主の議決権に対する割合

 議決権の個数

 

所有株式数

議決権総数に対

する割合

発行済株式総数

に対する割合

大株主

順位

異動前
1,203,536個

120,353,600株

51.03％

51.00％
第１位

異動後 ― ― ―

―――――― ――――――
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31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）

＊議決権を有しない株式として発行済株式の総数か

ら控除した株式数（平成18年９月30日現在）　　　

　

133,212株

＊発行済株式の総数（平成18年９月30日現在）

235,987,091株

＊なお、議決権を有しない株式として発行済株式の

総数から控除した株式数は、平成18年９月30日現在

の単元未満株式数、自己名義株式及び証券保管振替

機構名義の失念株式数を考慮して算出しております。

（4）異動日

 平成19年１月15日（決済開始日）

（5）今後の見通し

 平成18年12月１日に公表いたしましたとおり、今

後、当社はソリッド社の子会社として、同社とのシ

ナジーを存分に活かしつつ、新たな販路の拡大及び

事業展開を推し進めてまいります。 

（6）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有

無等

 当社は、本公開買付けの結果、親会社等が２社（ソ

リッド社、ＫＧホールディングス）を持つことにな

りますが、当社の株式を直接保有し、かつ当社に与

える影響が大きいと考えられるソリッド社が当社の

非上場親会社として開示対象となります。

―――――― ――――――
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４．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期末）

対前四半期比
前事業年度

（平成19年３月31日）

区分 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 10,700,794 1,287,776 1,195,352

２　受取手形及び売掛金 263,030 295,787 876,611

３　有価証券 2,996,715 － －

４　たな卸資産 4,418,793 4,196,102 3,712,660

５　関係会社未収利息 － － 65,084

６　その他 298,676 443,449 249,574

貸倒引当金 △4,310 － △100

流動資産合計 18,673,700 82.3 6,223,117 73.0 △12,450,583 6,099,183 57.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 473,151 310,363 429,187

(2）土地 232,200 232,200 232,200

(3）建設仮勘定 － － 39,518

(4）その他 453,896 212,417 400,315

有形固定資産合計 1,159,248 5.1 754,981 8.9 △404,267 1,101,221 10.4

２　無形固定資産 40,298 0.2 3,383 0.0 △36,914 2,343 0.0

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 130,529 56,369 128,369

(2）関係会社株式 1,500,999 200,028 1,500,999

(3）差入敷金保証金 859,533 825,426 1,168,835

(4）長期債権 20,301,668 19,903,400 20,340,668

(5）長期売掛金 505,725 518,489 518,489

(6）ＣＭＳによる

    関係会社寄託金
－ 11,932,623 12,160,000

(7）その他 118,663 26,289 318,608

貸倒引当金 △20,592,116 △31,919,824 △32,731,244

投資その他の資産合計 2,825,003 12.4 1,542,802 18.1 △1,282,200 3,404,726 32.1

固定資産合計 4,024,550 17.7 2,301,167 27.0 △1,723,383 4,508,291 42.5

資産合計 22,698,250 100.0 8,524,284 100.0 △14,173,966 10,607,474 100.0
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前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期末）

対前四半期比
前事業年度

（平成19年３月31日）

区分 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 159,081 245,919 467,584

２　未払金 637,675 508,525 1,137,632

３　前受金 127,556 155,089 202,984

４　未払法人税等 53,924 53,450 72,870

５　社名変更関連費用引当金 64,851 － －

６　閉鎖店舗引当金 54,912 － 11,397

７　賞与引当金 72,000 82,000 151,000

８　その他 169,227 189,992 220,403

流動負債合計 1,339,228 5.9 1,234,977 14.5 △104,250 2,263,873 21.4

Ⅱ　固定負債

１　預り保証金 21,907 20,362 20,362

２　リース資産減損勘定 2,905 － 2,074

３　長期未払金 14,760 － 9,840

４　繰延税金負債 25,822 － 24,948

固定負債合計 65,395 0.3 20,362 0.2 △45,033 57,224 0.5

負債合計 1,404,624 6.2 1,255,339 14.7 △149,284 2,321,098 21.9
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前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期末）

対前四半期比
前事業年度

（平成19年３月31日）

区分 金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金 14,447,805 14,447,805 14,447,805

２　資本剰余金　 7,555,702 7,555,702 7,555,702

３　利益剰余金 △779,110 △14,730,818 △13,751,796

４　自己株式 △1,979 △3,744 △1,987

株主資本合計 21,222,417 93.5 7,268,944 85.3 △13,953,472 8,249,724 77.8

Ⅱ　評価・換算差額等　        

１　その他有価証券評価差額金 37,937 － 36,652

評価・換算差額合計 37,937 0.2 － － △37,937 36,652 0.3

Ⅲ　新株予約権　 33,272 0.1 － － △33,272 － －

純資産合計 21,293,626 93.8 7,268,944 85.3 △14,024,682 8,286,376 78.1

負債及び純資産合計 22,698,250 100.0 8,524,284 100.0 △14,173,966 10,607,474 100.0
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(2）（要約）四半期損益計算書

前年同四半期

（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

対前四半期比
前事業年度

（平成19年３月期）

区分 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 25,692,452 100.0 30,702,788 100.0 5,010,336 36,223,944 100.0

Ⅱ　売上原価 20,755,373 80.8 25,170,040 82.0 4,414,666 29,448,904 81.3

売上総利益 4,937,078 19.2 5,532,748 18.0 595,669 6,775,039 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,059,053 23.6 6,878,095 22.4 819,041 8,636,126 23.8

営業損失 1,121,975 △4.4 1,345,347 △4.4 223,371 1,861,086 △5.1

Ⅳ　営業外収益 19,860 0.1 16,435 0.1 △3,424 94,577 0.3

Ⅴ　営業外費用 3,600 0.0 15,038 0.0 11,438 10,096 0.0

経常損失 1,105,714 △4.3 1,343,949 △4.3 238,234 1,776,605 △4.8

Ⅵ　特別利益 23,919 0.1 912,748 3.0 888,829 23,919 0.1

Ⅶ　特別損失 307,692 1.2 510,734 1.7 203,041 12,596,439 34.8

税引前四半期（当期）純損失 1,389,488 △5.4 941,935 △3.0 △447,553 14,349,126 △39.5

法人税、住民税及び事業税 34,291 0.1 37,086 0.1 2,794 47,339 0.2

四半期（当期）純損失 1,423,780 △5.5 979,021 △3.1 △444,758 14,396,465 △39.7

㈱ソリッドグループホールディングス(7602)平成 20 年３月期第３四半期決算短信

－ 23 －



(3）株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

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

四半期会計期間中の変動額

資本準備金の取崩

（千円）
 △8,750,073 3,943,751 △4,806,321  4,806,321 4,806,321  －

四半期純損失（千円）      △1,423,780 △1,423,780  △1,423,780

自己株式の取得

（千円）
       △24 △24

株主資本以外の項目の四半

期会計期間中の変動額（純

額）（千円）

         

四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － 3,382,541 3,282,541 △24 △1,423,804

平成18年12月31日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △1,423,780 △779,110 △1,979 21,222,417

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
66,425 66,425 33,272 22,745,919

四半期会計期間中の変動額

資本準備金の取崩（千円）    －

四半期純損失（千円）    △1,423,780

自己株式の取得（千円）    △24

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△28,488 △28,488 － △28,488

四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
△28,488 △28,488 － △1,452,292

平成18年12月31日　残高

（千円）
37,937 37,937 33,272 21,293,626
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当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

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

四半期会計期間中の変動額

四半期純損失（千円）      △979,021 △979,021  △979,021

自己株式の取得（千円）        △1,757 △1,757

株主資本以外の項目の四半

期会計期間中の変動額（純

額）（千円）

         

四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － － － △979,021 △979,021 △1,757 △980,779

平成19年12月31日　残高

（千円）
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △15,375,487 △14,730,818 △3,744 7,268,944

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 8,286,376

四半期会計期間中の変動額

四半期純損失（千円）   △979,021

自己株式の取得（千円）   △1,757

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△36,652 △36,652 △36,652

四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
△36,652 △36,652 △1,017,431

平成19年12月31日　残高

（千円）
－ － 7,268,944
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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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

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

事業年度中の変動額

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

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

自己株式の取得        △31 △31

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

         

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － △9,590,143 △9,590,143 △31 △14,396,497

平成19年３月31日　残高

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

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
66,425 66,425 33,272 22,745,919

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩    －

当期純損失    △14,396,465

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

事業年度中の変動額合計

（千円）
△29,773 △29,773 △33,272 △14,459,543

平成19年３月31日　残高

（千円）
36,652 36,652 － 8,286,376
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第３四半期事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

――――――   当社は、当第３四半期事業年度におい
て営業損失1,345百万円、当四半期純損失
979百万円を計上いたしました。また、当
第３四半期事業年度末における現金及び
現金同等物の金額が1,287百万円となって
おり、前第３四半期事業年度末（10,700
百万円）に比べて著しく減少しておりま
す。当該状況を総合的に鑑みて、当社に
は継続企業の前提に関する重要な疑義が
存在しております。
  当第３四半期事業年度におきまして当
社が確保した運転資金は、当社保有株式
の売却等の実施により3,537百万円となり
ました。当期の資金収支の予想および運
転資金の調達に関する詳細につきまして
は、下記資金繰り総括表をご参照くださ
い。
　このような状況から早急に脱却するた
めに、当社グループでは平成19年７月30
日公表の中期事業計画「CARCHS 
Rebuilding PLAN」(平成20年３月期から
平成22年３月期)を策定し、当該計画の達
成に向けて邁進しております。
・営業損益および営業キャッシュ・フ
ローへの対応
　「買取直販モデル」を推進し、原価コ
ストの削減、店舗のスクラップアンドビ
ルドを積極的に実施してまいります。ま
た、法人営業の強化、地域の新規顧客の
獲得を促進させるとともに、人材教育に
よる営業１人当たり販売台数・買取台数
の向上を実現させることで、売上高に見
合う営業損益および営業キャッシュ・フ
ローの確保を図ってまいります。
・販売管理費の圧縮と財務強化 
　当第３四半期事業年度におきましては、
販売費および一般管理費において、新卒
採用・中途採用に伴う人件費の増加、テ
レビＣＭ放映に伴う広告宣伝費の増加、
株式会社ソリッドアコースティックスや
リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対
する係争費用や株式会社ケン・エンター
プライズによる当社株式の公開買付け等
の対応費用の増加が影響し、営業損失
1,345百万円（前年同期は1,121百万円の
損失）となりました。当社では引き続き
費用対効果を徹底的に検証し、更なる経
費の圧縮を図ってまいります。　
　また、平成19年10月30日付にて持分法
適用会社の株式譲渡が完了し、1,722百万
円の資金調達を実現いたしました。当社
は今後の資金調達に関し、当社にとって
最も経済合理的に実施すべく、引き続き
鋭意努力してまいります。

 当社は、第18期590百万円、第19期918百
万円、第20期1,861百万円と継続して大幅
な営業損失を計上しております。当事業
年度においては多額の貸倒引当金を計上
したため、当期純損失は14,396百万円に
のぼりました。当事業年度においては、
現金及び現金同等物の金額(1,195百万
円)が前事業年度末(15,963百万円)に比べ
て著しく減少しております。当該状況を
総合的に鑑みて、当社には継続企業の前
提に関する重要な疑義が存在しておりま
す。 
  このような状況から早急に脱却するた
めに、当社では中期事業計画(平成20年３
月期から平成22年３月期)を策定し、当該
計画の達成に向けて邁進する所存です。
・営業損益および営業キャッシュフロー
への対応
　営業では１人あたりの生産性を重視し
てまいります。営業研修部を新設して個
人のスキルアップをはかり、全国55ある
店舗(平成19年３月末現在)よりスクラッ
プ・アンド・ビルドを積極的に行います。
新たに導入した事業部制では買取・直販
体制を構築させ、社内流通量を10,000台
に増加し陸送費、オークション仕入れ手
数料の削減を強化すること、そしてより
地域に密着した営業、機動的なマーケ
ティングを遂行いたします。
・販売管理費の圧縮と財務強化
　第20期におきましては広告宣伝費が802
百万円増加いたしましたが、費用対効果
を徹底的に検証してまいります。本社家
賃の見直し(移転含む)など経費圧縮に努
め、持分法適用会社である株式会社オー
トサーバー株式の売却を早期に実現させ、
当社の財務強化、安定に努めてまいりま
す。
　なお、第21期の資金収支の予想、およ
び今後確保すべき運転資金につきまして
は、子会社からの借入、当社保有株式・
不動産の売却、担保不動産の売却、およ
びエクイティ・ファイナンス等の実施に
より4,918百万円を調達してまいります。
詳細は、下記資金繰り総括表をご参照く
ださい。
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前第３四半期事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

――――――  第21期資金繰り総括表 

（自　平成19年４月１日 

　　 至　平成20年３月31日）  

   (単位：百万円) 

項目 第21期収支予想額

 収入 支出 差引

前期繰越   1,195

経常収支 39,142 41,640 △2,498

投資等収支 2 800 △798

財務収支 ― 410 △410

当期資金不足額   △2,511

   

項目

資金不足額の調達

調達時期及び

調達予定時期

調達予

定額

調達実施

額

当社保有株式売

却
平成19年６月 66 56

子会社からの借

入
平成19年６月 100 0

担保不動産売却 平成19年８月 217 227

担保不動産売却 平成20年３月 460 ―

貸付金回収 平成19年９月 60 60

当社保有株式売

却
平成19年10月 1,170 1,722

エクイティファ

イナンス等
平成20年３月 2,000 ―

当社保有不動産

売却
平成20年３月 200 ―

担保株式売却 平成20年３月 2 ―

担保株式売却 平成19年８月 209 150

担保株式売却 平成20年３月 4 ―

差入保証金返還 平成19年９月 80 102

商品在庫圧縮第

１四半期
平成19年６月 350 568

商品在庫圧縮第

２四半期
平成19年９月 0 562

子会社株式売却 平成19年９月 0 90

合計  4,918 3,537

 

　当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えております。

このため、四半期個別財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、上記の

重要な疑義の影響を四半期個別財務諸表

には反映しておりません。

 第21期資金繰り総括表 

（自　平成19年４月１日 

　　 至　平成20年３月31日）  

   (単位：百万円) 

項目 第21期収支予想額

 収入 支出 差引

前期繰越   1,195

経常収支 39,142 41,640 △2,498

投資等収支 2 800 △798

財務収支 ― 410 △410

当期資金不足額   △2,511

   

項目

資金不足額の調達

調達時期
数量

(株)
調達額

当社保有株式売

却
平成19年６月 360 66

子会社からの借

入
平成19年６月  100

担保不動産売却 平成19年７月  217

担保不動産売却 平成19年７月  460

貸付金回収 平成19年７月  60

当社保有株式売

却
平成19年７月 8,848 1,170

エクイティファ

イナンス等
平成19年７月  2,000

当社保有不動産

売却
平成19年９月  200

担保株式売却 平成19年９月 48,800 2

担保株式売却 平成19年９月 280,000 209

担保株式売却 平成19年９月 93,440 4

差入保証金返還 平成19年９月  80

商品在庫圧縮 随時  350

 調達金額の合計 4,918

 

　当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えております。

このため、財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記の重要な疑義

の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。
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(5）重要な後発事象

前第３四半期事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期事業年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31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．当社資産への質権設定

　平成19年１月12日開催の取締役会において、当

社資産への質権設定を決定いたしました。

質権設定の概要

１．対象資産 現金　　　　　　90億円

政府短期証券　　30億円

２．質権設定日 平成19年１月12日

３．質権者 リーマン・ブラザーズ証券

株式会社

４．質権解除期日 平成19年３月中旬（予定）

＊質権の解除期日について

は株式会社ソリッドアコー

スティックス（以下、「ソ

リッド社」）の確認を受け

ております。

５．質権設定の理由 当社親会社となるソリッド

社の意向により、同社から

の役員派遣による経営権掌

握までの当社資産保全及び

当社の経済的利得を目的と

しております。

＊対象資産に対し、ソリッド社より年利３％の質

権設定料を受取る。

 

２．親会社及び主要株主である筆頭株主の異動

（1）異動に至った経緯

　平成18年12月１日、株式会社ソリッドアコース

ティックス（以下、「ソリッド社」）は、当社株

式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）

を行なう旨を発表し、当社は同日開催の取締役会

において本公開買付けに賛同することを決議し、

その旨を表明しました。

　平成18年12月４日から平成19年１月９日までに

実施された本公開買付けの結果、平成19年１月10

日、ソリッド社より当社の普通株式120,353,700株

を取得した旨の報告がなされました。

１．株式会社ソリッドアコースティックスに対

する寄託金返還請求訴訟の中断について

　当社は、株式会社ソリッドアコースティック

ス（以下、「ＳＡ社」という。）の破産手続開

始の申立てを行っておりましたが、平成19年12

月26日、東京地方裁判所よりＳＡ社の破産手続

開始決定がなされたことにより、「株式会社ソ

リッドアコースティックスに対する寄託金返還

請求訴訟」が中断されることとなりました。

　当該訴訟の中断により、「ＳＡ社に対する寄

託金返還請求訴訟」におけるＳＡ社に対する債

権の存否の判断および現実の回収につきまして

は、今後、破産手続上で行っていくこととなり

ます。

１．親会社が運営するＣＭＳ口座について

　当社の親会社である株式会社ソリッドアコー

スティックスが運営するＣＭＳ口座に当社が寄

託した資産120億円は、親会社がリーマン・ブ

ラザーズ証券株式会社（以下、「ＬＢ社」とい

います。）との間の金銭消費貸借契約（以下、

「本件債務」といいます。）に基づき、自己担

保として預託（以下、「預託担保」といいま

す。）しておりましたが、ＬＢ社は、平成19年

６月５日、親会社が本件債務の期限の利益を喪

失したとして預託担保を本件債務の弁済に充当

いたしました。これを受け当社は、親会社との

ＣＭＳに関する契約を破棄し、準消費貸借契約

を締結、親会社の資産を当社へ追加差入れ、債

務の弁済に充当する旨を親会社に申請すること

を平成19年６月６日開催の取締役会で決議いた

しました。

２．持分法適用会社株式の売却について

　株式会社オートサーバー株式について、平成

19年５月31日開催の取締役会において当社所有

の全株式を売却する旨決議いたしました。第21

期上期中（平成19年９月30日まで）に、売却を

行います。

３．運転資金対応について

　当社は、平成19年６月８日開催の取締役会に

て、当社保有株式の売却、不動産の売却および

エクイティファイナンス等の実施等、第21期中

に40億円超の資金を調達することを決議いたし

ました。
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前第３四半期事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期事業年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

前事業年度

　（自　平成18年４月１日

　　　至　平成19年３月31日）

　また、当社の主要株主である筆頭株主の株式会

社ライブドアからは、その保有する当社株式

120,353,600株全株式を本公開買付けに応募した旨

の報告がありました。

　本公開買付けにより、ソリッド社の所有する当

社議決権の数が、当社の総株主の議決権の数に対

する割合で50％超となり、ソリッド社は新たに当

社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当す

ることとなり（ソリッド社の親会社である有限会

社ＫＧホールディングスも当社の親会社に該当）、

一方、株式会社ライブドアは当社の親会社及び主

要株主である筆頭株主に該当しないこととなりま

す。

（2）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当す

ることとなった株主の概要

①株式会社ソリッドアコースティックスの概要

１．商号 株式会社ソリッドアコース

ティックス

２．主な事業内容 投資事業、事業育成（インキュ

ベーション）事業、及び子会社

管理（ビジネスマネジメント）

事業

３．設立年月日 平成13年12月４日

４．本店所在地 東京都港区芝一丁目11番11号住

友不動産芝ビル１階

５．代表者 代表取締役　江川　賢記

６．資本金 18億1,800万円

７．大株主構成及

び持株比率

有限会社ＫＧホールディングス

　　90.42％

江川　賢記　　9.58％

 

 ・異動前後における当該株主の所有議決権の数及

び総株主の議決権に対する割合

 議決権の個数

 

 所有株式数

議決権総数に対

する割合

発行済株式総数

に対する割合 

大株主

順位

異動前 ― ― ―

異動後
1,203,537個

120,353,700株

51.03％

51.00％
第１位

＊議決権を有しない株式として発行済株式の総数

から控除した株式数（平成18年９月30日現在）　

　　　　　　　　

133,212株

＊発行済株式の総数（平成18年９月30日現在）

235,987,091株

＊なお、議決権を有しない株式として発行済株式

の総数から控除した株式数は、平成18年９月30日

現在の単元未満株式数、自己名義株式及び証券保

管振替機構名義の失念株式数を考慮して算出して

おります。

―――――― ――――――
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前第３四半期事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期事業年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31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有限会社ＫＧホールディングスの概要（ソリッ

ド社の親会社）

１．商号 有限会社ＫＧホールディングス

２．主な事業内容 投資事業・経営コンサルティン

グ事業

３．設立年月日 平成17年10月19日

４．本店所在地 東京都港区高輪四丁目24号

55-306号

５．代表者 代表取締役　川上　巌

６．資本金 300万円

７．大株主構成及

び持株比率

川上　巌　　　51.00％

川上　嘉次　　49.00％

 

・異動前後における当該株主の所有議決権の数及

び総株主の議決権に対する割合

 議決権の個数（間

接保有）

所有株式数（間接

保有）

議決権総数に対す

る割合

発行済株式総数に

対する割合

異動前 ― ―

異動後
（1,203,537個）

（120,353,700株）

（51.03％）

（51.00％）

＊１．有限会社ＫＧホールディングスは、当社の

親会社等の親会社であります。 

＊２．（）内は、間接保有分を示しております。

（3）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当し

ないこととなった株主の概要

株式会社ライブドアの概要 

１．商号 株式会社ライブドア

２．主な事業内容 インターネット関連事業

３．設立年月日 1997年８月（創立1996年４月）

４．本店所在地 東京都港区六本木６丁目10-1

５．代表者 代表取締役社長　兼ＣＥＯ　平

松　庚三

６．資本金 2,231百万円

 

 ・異動前後における当該株主の所有議決権の数及

び総株主の議決権に対する割合

 議決権の個数

 

所有株式数

議決権総数に対

する割合

発行済株式総数

に対する割合

大株主

順位

異動前
1,203,536個

120,353,600株

51.03％

51.00％
第１位

異動後 ― ― ―

―――――― ――――――
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前第３四半期事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年12月31日）

当第３四半期事業年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

前事業年度

　（自　平成18年４月１日

　　　至　平成19年３月31日）

＊議決権を有しない株式として発行済株式の総数

から控除した株式数（平成18年９月30日現在）　

　　　

133,212株

＊発行済株式の総数（平成18年９月30日現在）

235,987,091株

＊なお、議決権を有しない株式として発行済株式

の総数から控除した株式数は、平成18年９月30日

現在の単元未満株式数、自己名義株式及び証券保

管振替機構名義の失念株式数を考慮して算出して

おります。

（4）異動日

 平成19年１月15日（決済開始日）

（5）今後の見通し

 平成18年12月１日に公表いたしましたとおり、今

後、当社はソリッド社の子会社として、同社との

シナジーを存分に活かしつつ、新たな販路の拡大

及び事業展開を推し進めてまいります。 

（6）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有

無等

 当社は、本公開買付けの結果、親会社等が２社

（ソリッド社、ＫＧホールディングス）を持つこ

とになりますが、当社の株式を直接保有し、かつ

当社に与える影響が大きいと考えられるソリッド

社が当社の非上場親会社として開示対象となりま

す。

―――――― ――――――
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