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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 43,542 19.0 △1,904 － △1,877 － △3,196 －

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △13 55 － － △51.3 △19.9 △4.4

19年３月期 △61 08 － － △96.6 △10.3 △5.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 37百万円 19年３月期 △1百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 8,692 4,751 54.7 20 14

19年３月期 10,215 7,702 75.4 32 64

（参考）自己資本 20年３月期 4,751百万円 19年３月期 7,702百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 △1,386 1,817 43 1,915

19年３月期 △1,338 △13,514 △33 1,441

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

20年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

21年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 － 0.0 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
連結累計期間

20,720 △0.9 △55 － △60 － △85 － △0 36

通期 43,900 0.8 290 － 285 － 235 － 1 00
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４．その他

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

      

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 235,987,091株 19年３月期 235,987,091株

②　期末自己株式数 20年３月期 61,249株 19年３月期 12,401株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 43,279 19.5 △1,824 － △1,837 － △3,721 －

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 △15 77 － －

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 8,430 4,526 53.7 19 19

19年３月期 10,607 8,286 78.1 35 12

（参考）自己資本 20年３月期 4,526百万円 19年３月期 8,286百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
累計期間

20,600 △0.5 △45 － △50 － △75 － △0 32

通期 43,600 0.7 290 － 285 － 235 － 1 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

当連結会計年度における日本経済は、上半期は好調な設備投資と雇用環境改善により緩やかな景気回復傾向が

続いていたものの、下半期は原油価格や原材料費が高騰し、製品価格を引き上げ、物価の上昇が賃金の伸びを上

回る状況となりました。

当社グループの関連する自動車流通業界は、国内新車総販売台数（軽自動車含む）が26年ぶりの低水準で車離

れが続く中、道路特定財源の暫定税率を巡る混乱も逆風となり、一層厳しい状況となりました。

このような経済環境のもと当社は、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、平成19年９月度から平成20年３月度まで７ヵ月間連続で過去の同月対比における

買取台数の最高記録を更新するなど売上増を推進いたしました。また、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「車買取比較．ｃｏｍ」の

利用者調査による2007年４月から2008年３月の「業者別満足度ランキング」において、2006年度から２年連続で

「満足度ナンバーワン企業」に選ばれました。

最大の需要期である第４四半期には、買取事業の実績向上により、販売店舗の顧客販売用在庫車輌を環境に配

慮した「小型車」や「低燃費車」などの良質車輌を中心とした内容にシフトするなど、消費傾向に合わせた戦略

が可能となり、更なる売上増に繋がりました。

しかしながら、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費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・エンタープライズによる当社株式の公開買付け等の対応費用が増加いたしました。

以上の結果、売上高は43,542百万円、営業損失1,904百万円、経常損失1,877百万円となりました。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ものの、訴訟損失引当金を1,871百万円計上したことの影響から、3,196

百万円となりました。

 

事業のセグメント別の概況は、次のとおりであります。 

［自動車関連事業］ 

当連結会計期間におきましては、広告宣伝等による顧客誘致やカーチスブランド認知度の向上を図るとともに、

営業拠点網の合理化や買取・販売事業を強化してまいりました結果、売上高は43,157百万円（前年同期比19.6％

増）となり、営業損失は1,918百万円（前年同期は1,957百万円）となりました。

［不動産関連事業］

　売上高は119百万円（前年同期比5.1％減）となり、営業利益は94百万円（前年同期は96百万円）となりまし

　た。

［その他の事業］

　売上高は265百万円（前年同期比26.4％減）となり、営業損失は12百万円（前年同期は12百万円）となりまし

　た。

(２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産合計は8,692百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,523百万円減少いたしました。

主な要因といたしましては、持分法適用会社株式の売却などの影響により固定資産が1,574百万円減少したこと

によります。

負債合計は、3,940百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,427百万円増加いたしました。主な要因といたし

ましては、訴訟損失引当金の計上などにより流動負債が1,531百万円増加したことによります。

純資産合計は、4,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,951百万円減少いたしました。主な要因といた

しましては、利益剰余金が2,912百万円減少したことによります。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期と比べ474百万円増加し、残高は1,915

百万円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前当期純損失は3,144百万円であり、キャッシュ・フローの伴わない減損損失362百万円や、訴訟

損失引当金の増加1,871百万円などのプラス要因がありました。結果として、1,386百万円のマイナスとなり

ました。（前年同期1,338百万円のマイナス）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

持分法適用会社株式売却による収入1,722百万円や、ＣＭＳによる寄託金回収による収入227百万円がありま

した。結果として1,817百万円のプラスとなりました。(前年同期13,514百万円のマイナス）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

短期借入による収入が375百万円、短期借入返済による支出が330百万円ありました。

結果として、43百万円のプラスとなりました。(前年同期33百万円のマイナス）
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりです。
項目 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率(％) 34.3 54.7 90.5 75.4 54.7

時価ベースの自己資本比率(％) 34.7 81.4 146.6 274.9 100.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 17.2 ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― ― ―

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　　キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象にしております。

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスの為、計算しておりません。

(３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

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

す。しかしながら当期におきましては、早急な収益基盤の強化と営業体質の改善を図っておりましたが、業績の

回復がおくれており、誠に遺憾ではありますが、配当を見送らざるを得ない状態となっております。早急に業績

の回復と収益の黒字化を達成するべく邁進し、必ずや配当政策を実施したいと考えております。

(４）事業等のリスク

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

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

①当社の主力事業である中古自動車の買取・販売については、古物営業法の法的規制を受けており、当社では法

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

古物商として許可を取得しております。これらの許可業務に法令違反があった場合には、許可が取り消される

旨、定められております。従って、当社がこのような事態に該当する場合、中古自動車の買取・販売業務を行

えないことになります。

②わが国経済をとりまく環境により業績に影響を与える場合があります。新車販売のさらなる低迷、国内の中古

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

績に影響を与える場合があります。

③大規模地震など予期できない天災が発生した時、業績に影響を与える場合があります。

④当社は個人情報のデータ管理を厳重にしているものの、情報が漏洩した場合は、信用、信頼の観点より業績に

影響を与える場合があります。またシステムを管理、運営しておりますが何らかの理由により稼動しなくなっ

た場合も影響が予想されます。

⑤当社は人材あっての企業と認識しております。優秀な人材の確保の進捗、既存の従業員の流出が業績に影響を

与える場合があります。

⑥株式会社ソリッドアコースティックス(以下、「ＳＡ社」という。)への訴訟

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

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

ＭＳ契約からの脱退(解除)、追加担保の提供、ＳＡ社の株主及び実質支配する個人に対する無限責任の連帯保

証、準消費貸借契約書の締結を協議してまいりましたが、実行には至りませんでした。

平成19年７月26日、当社はＳＡ社に対し、ＣＭＳ契約から脱退(解除)し、平成19年３月20日に寄託した金120億

円および同月23日に寄託した金1.6億円(以下、併せて「本件寄託金」という。)、ならびに本件寄託金の利息相

当額(79,600,000円)について支払請求する通知を行いましたが履行されなかったことから、平成19年７月31日、

東京地方裁判所にＳＡ社に対する訴状を提出いたしました。

当社は、あらゆる方策を講じて本件寄託金ならびに本件寄託金の利息相当額の回収に努めてまいりましたが、

平成19年12月11日、当社は下記理由に基づきＳＡ社からの債権回収は不可能であると判断し、残された回収原

資を保全すべく、東京地方裁判所に対し、破産法第18条第１項に基づく破産手続開始を申し立てる「破産手続

開始申立書」及び同法第91条第１項に基づく保全管理命令を申し立てる「保全処分の申立て（保全管理命令）」

を提出いたしました。

１．ＳＡ社が債務超過であり、その解消の可能性がないと判断できること

２．子会社の譲渡等、資産散逸の可能性が極めて高いこと

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、「ＳＡ社に対する

寄託金返還請求訴訟」は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っております。
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⑦リーマン・ブラザーズ証券株式会社（以下、「ＬＢ社」という。）への訴訟

平成19年12月７日に公表しておりますとおり、株式会社ソリッドアコースティックスとＬＢ社の間で平成19年３

月20日に成立した120億円の金銭預託契約を詐害行為として民法第424条に基づき取り消すことを求めるほか、当

該取消しとかかる金銭預託契約を締結して120億円をＬＢ社が収受する経緯において共同不法行為など違法な行

為が介在したことを原因として返還請求権ないし損害賠償請求権120億円の内30億円及び遅延損害金の支払を求

めるもので、いずれも金120億円のうちの一部の金30億円について返還ないし支払を求めております。 

⑧当社元役員への訴訟

平成19年12月28日に公表しておりますとおり、当社は、元代表取締役社長江川賢記、並びに元取締役副社長藤嶋

啓に対する責任追及の訴訟を提起いたしました。

１．訴訟の内容

会社法第423条第１項（取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を

賠償する責任を負う。）に基づき、発生した損害の一部の賠償を求めるものです。

２．損害賠償請求額

金10億円及びこれに対する平成19年３月21日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求めるもの

です。

本訴訟は、当社株主による責任追及等の訴えの提起請求を一つのきっかけとして、当社監査役会が決定し、

当社監査役らが当社を代表して提起・追行したものであります。

⑨当社元役員による当社への訴訟の提起

平成20年３月６日に公表しておりますとおり、当社は、平成20年３月４日付けで東京地方裁判所（訴状送達日：

平成20年３月６日）において、当社元役員（以下「原告」という。）による訴訟の提起を受けております。

１．訴訟の内容及び請求額

(ａ)訴訟の内容

原告は、当社へ入金した事業運転資金等があり、当該資金の返還請求権を有しているとして、本件訴訟

を提起しております。

(ｂ)請求額

金37億4,323万1,849円及びこれに対する平成20年２月29日から支払済みに至るまで年６分の割合による

金員

２．今後の予定

当社では、原告主張の事実の存在を確認することができておらず、今後、法廷の場で適切に対応してまいり

ます。

　⑩「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に関する注記で記載のとおり、当社グループは継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　⑪株式会社ケン・エンタープライズによる当社コーポレート・ガバナンス体制への影響

平成20年３月31日現在の当社株主名簿により確認いたしましたが、株式会社ケン・エンタープライズ（本社：東

京都中央区　代表取締役社長：吉田直樹。以下、「ケン社」という。）は、当社議決権の50.07％を保有する親

会社であります。現在、ケン社から具体的な経営上の方針又は提案はなされておりませんが、ケン社から具体

的な提案等が行われた場合その内容によっては当社のコーポレート・ガバナンス体制に影響を与える可能性が

あります。

(５）次期見通しについて

当社の各事業部における、それぞれのエリアの特質や変化に対応した営業展開を遂行できる体制へと再編させる

ために、営業拠点のスクラップ・アンド・ビルドを積極的に実施し、早期に収益力の向上を目指してまいります。

また、当社及び当社グループ全体の安定的な財務基盤を構築するため、販売管理費の圧縮等、聖域なきコスト・

カットを実現してまいります。

平成21年３月期に関しましては、下記のような業績予想を見込んでおります。

【平成21年３月期（第22期）　連結】

売上高　43,900百万円、経常利益　285百万円、当期純利益　235百万円

【平成21年３月期（第22期）　単体】

売上高　43,600百万円、経常利益　285百万円、当期純利益　235百万円
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２．企業集団の状況
【事業系統図】

 

 

株式会社ソリッド グループ ホールディングス 

一

般

顧

客 

 

自動車流通業者 

 

イー・ロジスティックス株式会社 

 

自動車流通経路 

サービス経路 

出資関係 

自動車の輸送 

 

（注） 

※１ 親会社 

※２ 連結子会社 

 

 

株式会社ケン・エンタープライズ 
（※１） 

 

株式会社レジラ 

中古車流通システムの企画・構築 

 

オートオークション 

買取直販サービスの提供 

出資 

（※２） 

（※２） 

その他の子会社　

株式会社ジェイ・ファイナンス（その他）※２ 

 株式会社ジャックアカウンティング（その他）※２

 

　平成20年５月７日公表「当社の非上場親会社である株式会社ケン・エンタープライズの会社分割（新設分割）に

関するお知らせ」及び「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、親会社である株

式会社ケン・エンタープライズ(以下、「ケン社」といいます。)は、平成20年６月９日を効力発生日として会社分

割により、株式会社ガルガンチュア・アセット・マネジメント（以下、「ＧＡＭ社」といいます。）を新設し、当

社株式、また、不動産賃貸事業及び子会社管理事業をＧＡＭ社に承継する旨取締役会で決議したことにより、ＧＡ

Ｍ社が当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となる見込みとなりました。また、ケン社はＧＡＭ社の親会社で

あることから、引き続き当社の親会社※１　に該当しますが、主要株主である筆頭株主ではなくなる見込みです。 
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３．経営方針
(１）会社の経営の基本方針

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

を定めております。

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

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

３．【迅速な対応】柔軟で、意思決定の速い活力ある企業を目指します。

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

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

６．【社会責任】　企業の社会的責任を果たします。

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

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

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

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

(２）目標とする経営指標

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

成長性指標　　売上高、売上総利益、営業利益

収益性指標　　売上総利益率、営業利益率

資本効率指標　ＲＯＥ(自己資本当期純利益率)

(３）中長期的な会社の経営戦略

当社及び当社グループは、中期事業計画『ＣＡＲＣＨＳ　Ｒｅｂｕｉｌｄｉｎｇ　ＰＬＡＮ』に基づき、(１)事業

変革のために導入された施策の機能統合を図ることにより業績復活の基盤を整備し、(２)売上高の回復及び収益構造

の改善を段階的に図り、上場企業としての責任を果たすとともに、(３)買取直販モデルの推進による競争優位性を構

築し、「流通革命」のサクセス・ストーリーの創造を目指しております。

平成19年４月に「事業部制導入」及び「執行機構改革」を実施し、戦略機能の強化、事業展開の意思決定や事業執

行のスピードアップ、厳しい事業環境下においても安定的に収益を出せる経営体質の確立に取り組んでおります。

また、買取直販モデルの基盤整備を推進すべく、１．営業力強化(集中)、２．マーケティング強化(効率)、３．

ローコスト体質(削減)、４．ＣＲＭ戦略、５．生産性向上等５つの主要施策を掲げ、売上増の実現、収益(利益) 構

造改善に取り組んでおります。これらの施策により、当社はお客様、株主様、取引先、社会、従業員など当社に係わ

るすべてのステーク・ホルダーの皆様に価値と満足をもたらすことに努め、更なる飛躍と企業価値向上・株主価値向

上に向け全社一丸となって邁進していく所存であります。

１．事業部制導入と執行機構改革

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

限委譲を行い、スピード経営、効率経営を図り、事業運営の結果責任の明確化及び従業員に対する予算達成意思を

徹底させ、業績を処遇に反映させた成果主義処遇を徹底しております。また、戦略的買取価格・販売価格の設定や、

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

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

業績復活の基盤を整備しております。

２．売上増、収益(利益)構造改善

①営業力強化(集中)

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

織、人材、業務、サービスの再構築を図っております。

②マーケティング強化(効率)

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

の開発を通じて、市場優位性を創出しております。

③ローコスト体質(削減)

本社及び各事業部において、組織・要員体制の見直し、人員削減・異動・流動化による人員の適正化、直間比率

の改善、売上高に見合うコストの追求をしております。

④ＣＲＭ戦略

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

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

人材教育による一人当たりの労働生産性の向上、情報を一元化し、効率性を重視した業務オペレーションの推進、

そして収益性を最優先し、資源効率の高い大都市圏(東名阪)を中心としたスクラップ・アンド・ビルドによる店

舗網の再構築を推進しております。

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

ディング・カンパニーとなることを目指します。

(４）会社の対処すべき課題

１．内部統制の強化

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

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

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

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

２．人材の育成

当社は平成19年度におきましては63名の新卒新入社員を採用しましたが、収益強化に貢献する営業力の体得、顧

客満足の質的向上を目標に早期の人材育成が課題であります。また、営業力の強化だけでなく、管理職のマネジメ

ント力強化も行い、継続的な人材育成に取組んでまいります。

３．改善措置の実施状況及び運用状況に関する報告書の提出

当社は、平成19年５月24日、株式会社東京証券取引所より「改善報告書」の提出を求められ、平成19年６月７日

に提出いたしましたが再提出を求められ、平成19年６月21日に再提出を行い受理されております。当社では、当該

改善報告書の内容に基づき、経営委員会の設置など必要な方策を講じコーポレート・ガバナンスを強化するととも

に、情報開示体制の強化、経営執行の監視機能を強化してまいりました。それらの結果、平成20年１月11日、改善

措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報告書」を株式会社東京証券取引所へ提出し、受理されるに至

りました。その後、当社は継続してディスクロージャー・ＩＲセミナー等鋭意開催し、知的財産の向上を図り、引

き続きコーポレート・ガバナンスや情報開示体制の強化に努めております。当社は、今後も適時開示の重要性を意

識し、株主様、投資家及び、その他の関係者の皆様に対して適切な情報開示を行い、皆様からの信頼を一日も早く

取り戻すことができるよう、改善措置の継続的な実施に取り組んでまいる所存であります。

４．継続企業の前提に関する重要な疑義の存在への対応

当社グループは、前連結会計年度において14,414百万円の大幅な当期純損失を計上し、当連結会計年度において

も1,904百万円の営業損失、1,877百万円の経常損失、3,196百万円の当期純損失を計上しております。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、第21期1,386百万

円と継続的に大幅なマイナスとなっております。さらに、「事業等のリスク」に記載のとおり、複数の訴訟が発生

しており、これらの裁判の推移によっては、多額の係争費用が発生する可能性があります。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。

当社グループは、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）に基づき、売上高に見合う営業収益及び営業キャッシュ・フローの確保、エク

イティ・ファイナンス等、担保不動産・当社保有不動産売却、費用対効果の徹底的検証、更なる経費の圧縮の実施

により、当該状況を解消する予定であります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

(千円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,586,230   1,915,713   

２　受取手形及び売掛金   930,389   1,060,688   

３　たな卸資産   3,718,364   3,236,525   

４　未収利息   65,084   －   

５　その他   239,709   375,836   

貸倒引当金   △1,653   －   

流動資産合計   6,538,124 64.0  6,588,764 75.8 50,640

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(１）建物及び構築物  1,779,276   1,587,473    

減価償却累計額  998,525 780,750  1,116,117 471,356   

(２）土地   232,200   232,200   

(３）建設仮勘定   39,518   131,775   

(４）その他  377,932   337,762    

減価償却累計額  305,129 72,803  296,019 41,743   

有形固定資産合計   1,125,273 11.0  877,074 10.1 △248,198

２　無形固定資産         

(１）のれん   ―   194,406   

(２）その他   71,306   5,214   

無形固定資産合計   71,306 0.7  199,621 2.3 128,315

３　投資その他の資産         

(１）投資有価証券 ※２  751,078   37,295   

(２）長期債権 ※１  6,929,463   6,527,047   

(３）長期売掛金 ※１  518,489   288,322   

(４）CMSによる寄託金 ※３  12,160,000   11,932,623   

(５）差入敷金保証金   1,173,281   772,395   

(６）その他   318,844   24,985   

貸倒引当金   △19,370,158   △18,555,992   

投資その他の資産合計   2,480,999 24.3  1,026,676 11.8 △1,454,322

固定資産合計   3,677,578 36.0  2,103,372 24.2 △1,574,206

資産合計   10,215,703 100.0  8,692,137 100.0 △1,523,565
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

(千円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   538,889   584,444   

２　未払金   1,089,804   650,869   

３　未払法人税等   76,755   76,812   

４　賞与引当金   161,371   181,000   

５　閉鎖店舗引当金   11,397   100,000   

６　債務保証損失引当金   2,443   －   

７　訴訟損失引当金   －   1,871,615   

８　その他 ※４  508,741   455,837   

流動負債合計   2,389,403 23.4  3,920,580 45.1 1,531,176

Ⅱ　固定負債         

１　繰延税金負債   24,948   －   

２　長期未払金   9,840   －   

３　預り保証金   87,034   20,362   

４　リース資産減損勘定   2,074   －   

固定負債合計   123,896 1.2  20,362 0.2 △103,534

負債合計   2,513,300 24.6  3,940,942 45.3 1,427,642

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   14,447,805 141.4  14,447,805 166.2 －

２　資本剰余金   7,555,702 74.0  7,555,702 86.9 －

３　利益剰余金   △14,335,769 △140.3  △17,248,567 △198.4 △2,912,798

４　自己株式   △1,987 △0.1  △3,744 0.0 △1,757

　　株主資本合計   7,665,751 75.0  4,751,195 54.7 △2,914,555

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額金   36,652 0.4  －   

　　評価・換算差額等合計   36,652 0.4  － － －

純資産合計   7,702,403 75.4  4,751,195 54.7 △2,951,207

負債純資産合計   10,215,703 100.0  8,692,137 100.0 △1,523,565

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

－ 10 －



(2）連結損益計算書

  

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　　　至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

(千円)

Ⅰ　売上高   36,578,333 100.0  43,542,349 100.0 6,964,016

Ⅱ　売上原価 ※１  29,499,545 80.6  35,954,005 82.6 6,454,459

売上総利益   7,078,787 19.4  7,588,344 17.4 509,557

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  8,957,139 24.5  9,492,348 21.8 535,209

営業損失   1,878,352 △5.1  1,904,004 △4.4 25,652

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  67,610   3,269    

２　受取配当金  1,360   1,540    

３　有価証券利息  3,285   －    

４　持分法による投資利益  －   37,178    

５　雑収入  23,073 95,328 0.3 19,587 61,575 0.1 33,753

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  －   344    

２　持分法による投資損失  1,554   －    

３　雑損失  3,447 5,001 0.1 34,536 34,881 0.0 29,879

経常損失   1,788,024 △4.9  1,877,310 △4.3 89,285

Ⅵ　特別利益         

１　賞与引当金戻入  29,110   13,384    

２　固定資産売却益 ※３ 1,490   3,748    

３　貸倒引当金戻入  －   73,905    

４　関係会社株式売却益  －   1,069,713    

５　投資有価証券売却益  －   75,400    

６　債務保証損失引当金戻入  1,612   －    

７　その他  － 32,213 0.1 3,871 1,240,022 2.9 1,207,809

         

Ⅶ　特別損失         

　１　貸倒引当金繰入額  12,298,049   －    

　２　投資有価証券評価損  486   16,058    

３　固定資産除却損 ※４ 2,576   6,646    

４　固定資産売却損 ※５ 91   －    

５　訴訟関連費用  －   7,357    

６　減損損失 ※６ 307,151   362,706    

７　原状回復費用  －   143,229    

８　閉鎖店舗引当金繰入  －   100,000    

９　訴訟損失引当金繰入  － 12,608,355 34.5 1,871,615 2,507,613 5.7 △10,100,742

税金等調整前当期純損失   14,364,167 △39.3  3,144,901 △7.1 △11,219,266

法人税、住民税及び事業税  50,250 50,250 △0.1 52,069 52,069 △0.1 1,818

当期純損失   14,414,418 △39.4  3,196,970 △7.2 △11,217,447
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩  △4,806,321 4,806,321  －

当期純損失   △14,414,418  △14,414,418

自己株式の取得    △31 △31

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

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

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

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

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

連結会計年度中の変動額

資本準備金の取崩    －

当期純損失    △14,414,418

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△29,773 △29,773 △33,272 △14,477,496

平成19年３月31日　残高（千円） 36,652 36,652 － 7,702,403
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高（千円） 14,447,805 7,555,702 △14,335,769 △1,987 7,665,751

連結会計年度中の変動額

当期純損失   △3,196,970  △3,196,970

連結範囲の変更を伴う利益剰余
金増加額

  284,172  284,172

自己株式の取得    △1,757 △1,757

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）

－ － △2,912,798 △1,757 △2,914,555

平成20年３月31日　残高（千円） 14,447,805 7,555,702 △17,248,567 △3,744 4,751,195

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

連結会計年度中の変動額

当期純損失   △3,196,970

連結範囲の変更を伴う利益剰余
金増加額

  284,172

自己株式の取得   △1,757

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△36,652 △36,652 △36,652

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△36,652 △36,652 △2,951,207

平成20年３月31日　残高（千円） － － 4,751,195
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前当期純損失  △14,364,167 △3,144,901  

２　減価償却費  321,468 244,395  

３　のれん代償却  － 64,802  

４　保証金償却  － 22,219  

５　貸倒引当金の増減額（△減少額）  11,546,145 △807,268  

６　賞与引当金の増減額（△減少額）  △13,577 23,666  

７　社名変更関連費用引当金の減少額  △270,000 －  

８　閉鎖店舗引当金の増減額（△減少額）  △52,710 88,602  

９　債務保証損失引当金の増減額（△減少額）  △1,612 1,233  

10　訴訟損失引当金の増加額  － 1,871,615  

11　受取利息及び受取配当金  △68,970 △4,809  

12　支払利息  － 344  

13　持分法による投資損益(△利益)  1,554 △37,178  

14　投資有価証券売却益  － △75,400  

15　投資有価証券評価損  486 16,058  

16　関係会社株式売却益  － △1,069,713  

17　有形固定資産売却益  △1,490 △3,748  

18　有形固定資産除売却損  2,645 1,163  

19　無形固定資産除売却損  23 5,483  

20　減損損失  307,151 362,706  

21　原状回復費用  － 143,229  

22　売上債権の増加額  △51,653 △160,502  

23　たな卸資産の減少額  77,598 481,758  

24　仕入債務の増加額  130,529 49,583  

25　未払消費税等の増加額  38,946 41,159  

26　長期債権の減少額  728,929 －  

27　未払金の増減額（△減少額）  266,163 △144,440  

28　長期売掛金の減少額  － 230,166  

29　その他  202,854 393,882  

小計  △1,199,686 △1,405,890 △206,203

30　利息及び配当金の受取額  3,886 69,893  

31　利息の支払額  － △344  

32　法人税等の支払額  △142,341 △49,948  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,338,141 △1,386,290 △48,148
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

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  △144,714 －  

３　投資有価証券の売却による収入  － 88,813  

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  △474,538 △402,578  

６　有形固定資産の売却による収入  2,661 4,166  

７　無形固定資産の取得による支出  △139,135 △61,827  

８　長期前払費用の取得による支出  △5,144 －  

９　差入敷金保証金増加による支出  △390,838 △205,026  

10　差入敷金保証金減少による収入  20,044 165,600  

11　ＣＭＳによる寄託支出  △12,160,000 －  

12　ＣＭＳによる寄託金回収による収入  － 227,376  

13　貸付による支出  △285,100 △6,237  

14　貸付けの回収による収入  6,000 150,141  

15　連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入  － 72,291  

16　連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入  － 7,605  

17　その他  56,365 82,127  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,514,400 1,817,275 15,331,675

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　短期借入金の返済による支出  － △330,000  

３　その他  △33,313 △1,787  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △33,313 43,212 76,525

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △14,885,855 474,197 15,360,052

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,441,516 1,915,713 474,197
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成　18年４月１日
至　平成　19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成　19年４月１日
至　平成　20年３月31日）

　当社グループは、第18期687百万円、第19期915百万円、

第20期1,878百万円と継続して大幅な営業損失を計上してお

ります。当連結会計年度においては多額の貸倒引当金を計

上したため、当期純損失は14,414百万円にのぼりました。

　また営業キャッシュ・フローにつきましても第18期645百

万円、第19期1,681百万円、第20期1,338百万円と継続的に

大幅なマイナスとなっております。さらに、当連結会計年

度末においては、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人当たりの生産性を重視してまいります。営

業研修部を新設して個人のスキルアップをはかり、全国55

ある店舗（平成19年３月末現在）よりスクラップ・アンド・

ビルドを積極的に行います。新たに導入した事業部制では

買取・直販体制を構築させ、社内流通量を10,000台に増加

し陸送費、オークション仕入れ手数料の削減を強化するこ

と、そしてより地域に密着した営業、機動的なマーケティ

ングを遂行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化

　第20期におきましては広告宣伝費が802百万円増加いたし

ましたが、費用対効果を徹底的に検証してまいります。本

社家賃の見直し（移転含む）など経費圧縮に努め、持分法

適用会社である株式会社オートサーバー株式の売却を早期

に実現させ、当社の財務強化、安定に努めてまいります。

　当社グループは、前連結会計年度において14,414百万円

の大幅な当期純損失を計上し、当連結会計年度においても

1,904百円の営業損失、1,877百万円の経常損失、3,196百万

円の当期純損失を計上しております。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、第21期1,386百万円と継続的

に大幅なマイナスとなっております。さらに、「事業等の

リスク」に記載のとおり、複数の訴訟が発生しており、こ

れらの裁判の推移によっては、多額の係争費用が発生する

可能性があります。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。　

　当社グループは、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）に基づき、「買取直販

モデル」の推進、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、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、売

上高に見合う営業収益及び営業キャッシュ・フローの確保

を図ってまいります。

　また、販売費及び一般管理費においては、本社移転に伴

う修繕費の増加、人件費の増加、係争費用や公開買付け対

応費用の増加が影響し、営業損失1,904百万円（前年同期は

1,878百万円の損失）となったため、今後も費用対効果を徹

底的に検証し、更なる経費の圧縮を図ってまいります。

　第22期の確保すべき運転資金につきましては、営業収益

及び営業キャッシュ・フローの確保、エクイティ・ファイ

ナンス等及び担保不動産・当社保有不動産売却の実施によ

り、当該状況を解消する予定であります。訴訟に関しては、

法廷の場で適切に対応してまいります。

　当社グループでは、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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前連結会計年度
（自　平成　18年４月１日
至　平成　19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成　19年４月１日
至　平成　20年３月31日）

　なお、第21期の確保すべき運転資金につきましては、当

社保有株式・不動産の売却、担保不動産の売却、及びエク

イティ・ファイナンス等の実施により4,758百万円を調達し

てまいります。詳細は、下記資金不足額の調達表をご参照

下さい。

 （単位：百万円）

 項目
 資金不足額の調達

 調達時期  数量（株）  調達額

当社保有株式

売却
 平成19年６月  360 66

担保不動産売却  平成19年７月  217

担保不動産売却  平成19年７月  460

当社保有株式

売却
 平成19年９月  8,848 1,170

エクイティファ

イナンス等
 平成19年７月  2,000

当社保有不動産
売却

 平成19年９月  200

担保株式売却  平成19年９月  48,800 2

担保株式売却  平成19年９月  280,000 209

担保株式売却  平成19年９月  93,440 4

差入保証金返還  平成19年９月  80

商品在庫圧縮  随時  350

  調達金額の合計 4,758

 

　当該計画及び資金調達の実行・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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　４社 連結子会社の数　　４社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、イー・

ロジスティックス株式会社、株式会社ジェ

イ・ファイナンス、ＡＡフィナンシャル・シ

ステム株式会社

主要な連結子会社の名称

株式会社ジャックアカウンティング、イー・

ロジスティックス株式会社、株式会社ジェ

イ・ファイナンス、株式会社レジラ

　なお、株式会社レジラは、当連結会計年度

において、第三者割当増資（デッド・エクイ

ティ・スワップ）により100％子会社化した

ため、連結の範囲に含めております。

　また、ＡＡフィナンシャル・システム株式

会社は、当連結会計年度において、当社保有

株式の全部を譲渡したため、当連結会計年度

末において連結の範囲から除外しております。

なお、損益については連結しております。 

２　持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数　　１社

関連会社１社（株式会社オートサーバー）であ

り、持分法を適用しております。

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と

異なる会社については、各社の事業年度に係る

財務諸表を使用しております。

持分法適用の関連会社数　　なし

前連結会計年度まで持分法を適用していた株式

会社オートサーバーは、当連結会計年度におい

て、当社保有株式の全部を譲渡し、関連会社に

該当しなくなったため持分法の適用範囲から除

外しております。 

３　連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社の決算日はすべて連結決算日と同一で

あります。

連結子会社の決算日はすべて連結決算日と同一で

あります。

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

たな卸資産

主として個別法による低価法によっております。

たな卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

個別法による原価法（連結貸借対照表価額は、

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基づく時価法に

よっております。

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

―――――――

（評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算

定）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

時価のないもの

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却方法

①　有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用しております。

定期借地権契約による借地上の構築物等につ

いては、耐用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

①　有形固定資産

定率法によっております。

平成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については、定額法を採用して

おります。また、平成19年４月１日以降に取

得した減価償却資産については、改正後の法

人税法に基づく定率法を採用しております。

定期借地権契約による借地上の構築物等につ

いては、耐用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物　３年～44年 建物及び構築物　３年～44年
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

 (追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、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。なお、この変更に伴い連結損益計算書

に与える影響は軽微であります。

②　無形固定資産及び長期前払費用

定額法によっております。ただし、ソフトウ

エア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

②　無形固定資産及び長期前払費用

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を、のれんについては、その効

果の及ぶ期間（２年）にわたり、定額法によ

り規則的な償却を行っております。

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　閉鎖店舗引当金

店舗閉鎖に伴う費用損失に備えるため、今後

の発生見込額を計上しております。

③　閉鎖店舗引当金

同左

④　債務保証損失引当金

債務保証に伴う損失に備えるため、被保証先

の損失発生見込額を計上しております。

④　　　　　　　―――――――

 

 

⑤　　　　　　―――――――

 

⑤　訴訟損失引当金

 訴訟に対する損失に備えるため、将来発生

 する可能性のある損失を見積もり、必要と

 認められる額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンスリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。

同左

６　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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない短期的な投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は7,702,403

千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 

――――――

 

――――――

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

　当連結会計年度から、平成19年度の法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した減価償却資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響

は軽微であります。

 

――――――

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の早期適用）

　「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、当連結会計年度から同会計基準を適用

しております。

　これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、

それぞれ2,346千円増加しております。

　（参考）

　①変更前の方法（個別法による低価法）による低価評価

損計上額

 　　　　　24,868千円

　②変更後の方法による簿価切下額　　　　　　　　

 　　　　　　　27,215千円

　③変更による影響額（②－①）

 　　　　　　　2,346千円
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　当連結会計年度より、会社の財政状態をより詳細に表示

するため、固定負債「その他」で表示していた「預り保証

金」を区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「預り保証金」の金額は55,459

千円であります。

 

（連結貸借対照表）

　当連結会計年度において、株式会社ソリッドアコース

ティックスが「親会社」ではなくなりましたので流動資産

に表示しておりました「親会社未収利息」から「未収利

息」に、固定資産に表示しておりました「ＣＭＳによる親

会社寄託金」から「ＣＭＳによる寄託金」に科目を変更し

て表示しております。

 

――――――

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当連結会計年度において、株式会社ソリッドアコース

ティックスが「親会社」ではなくなりましたので、投資活

動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「ＣＭ

Ｓによる親会社寄託支出」を「ＣＭＳによる寄託支出」へ、

「ＣＭＳによる親会社寄託金回収による収入」を「ＣＭＳ

による寄託金回収による収入」にそれぞれ科目を変更して

表示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　長期債権及び長期売掛金は、財務諸表等規則第32条

第１項第10号の債権であります。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）    622,708千円

※２　　　　　　　―――――――

※３　キャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）へ

寄託した寄託金を、親会社が借入れているものであ

ります。

※３　キャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）へ

寄託した資金であります。

※４　消費税の取り扱い

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。

※４　　　　　　　　　 同左

　５　保証債務

ＡＡフィナンシャル・システム株式会社のカート

レードファイナンス会員の金融機関からの借入に対

する連帯保証

　５　　　　　　　―――――――

 

 176,344千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　低価法による商品評価減の処理

低価法による商品の評価減額72,802千円を売上原価

に算入しております。

※１　原価法による商品評価減の処理

原価法による商品の評価減額27,215千円を売上原価

に算入しております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 1,813,660千円

給料手当 2,657,829千円

地代家賃 1,846,978千円

賞与引当金繰入額   154,571千円

広告宣伝費  1,713,376千円

給料手当  2,802,064千円

地代家賃  1,848,150千円

賞与引当金繰入額    179,038千円

※３　固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

※３　固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

車輌運搬具 1,490千円 車輌運搬具    3,738千円

器具備品      9千円

計      3,748千円

※４　固定資産除却損

固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

※４　固定資産除却損

固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

車輌運搬具 2,553千円

ソフトウェア    23千円

計 2,576千円

長期前払費用      5,483千円

建物付属設備      779千円

構築物      342千円

車輌運搬具      21千円

器具備品      19千円

計      6,646千円

※５　固定資産売却損

固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

※５　　　　　　　　―――――――

車輌運搬具 91千円

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

－ 23 －



前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※６　減損損失

（1）減損損失を認識した資産グループの概要

※６　減損損失

（1）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 所在地 種類
 減損損失
（千円） 

赤字

店舗

千葉県柏市

石川県金沢

市他

建物および構築物

その他
198,082

遊休 ―
ソフトウェア

その他
109,068

用途 所在地 種類
 減損損失
（千円） 

赤字

店舗

大阪府大阪市

北海道札幌市他 

建物及び構築物

器具備品

その他

231,418

共有 ―

ソフトウェア

器具備品

その他

131,288

　　　(2)減損損失の認識に至った経緯

　　　減損損失を認識した資産は収益性及び評価額が帳簿

価額に比べて著しく低下したことにより、減損の兆

候が認められましたので、帳簿価額を回収可能価額

まで減額しております。

　　　(2)減損損失の認識に至った経緯

同左

　　　(3)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額 　　　(3)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額

 建物及び構築物 192,339千円 

 無形固定資産 109,068千円 

 その他 5,743千円 

 

 建物及び構築物   240,625千円 

 器具備品   99,321千円 

 無形固定資産    13,489千円 

 その他    9,269千円 

 

　　　(4)資産のグルーピングの方法

　　　当社グループは内部管理上の事業所等を単位として

資産のグルーピングを行っております。ただし、賃

貸不動産に関する資産及び遊休資産については個別

にグルーピングを行い、提出会社の本社管理部門に

係る資産等は共有資産としており、より大きなグ

ルーピングで評価しております。

　　　(4)資産のグルーピングの方法

同左

　　　(5)回収可能価額の算定方法

　　　回収可能価額は使用価値及び正味売却価額を用いて

おり、使用価値算定においては将来キャッシュフ

ローを５％で割引いて算定しており、正味売却価額

の算定に当たっては主に不動産鑑定額等を使用して

おります。

　　　(5)回収可能価額の算定方法

同左
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 235,987,091 － － 235,987,091

合計 235,987,091 － － 235,987,091

自己株式

普通株式 12,081 320 － 12,401

合計 12,081 320 － 12,401

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

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計

年度末残高

（千円）
前連結会計年

度末

当連結会計年

度増加

当連結会計年

度減少

当連結会計年

度末

提出会社

（親会社）

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

ストック・オプションとしての新株

予約権
－ 7,981,000 － 1,476,000 6,505,000 －

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

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

（注２）上記のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

 

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 235,987,091 － － 235,987,091

合計 235,987,091 － － 235,987,091

自己株式

普通株式 12,401 48,848 － 61,249

合計 12,401 48,848 － 61,249

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加48,848株は、単元未満株式の買取りによる増加48株、担保株式の質権実行による増加48,800株であり

ます。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,586,230千円

預金期間が３ヶ月を越える

定期預金等
△144,714千円

現金及び現金同等物 1,441,516千円

現金及び預金勘定 1,915,713千円

預金期間が３ヶ月を越える

定期預金等
 －

現金及び現金同等物    1,915,713千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

その他

（有形固定

資産）

その他

（無形固定

資産）

合計

取得価額相

当額
179,868千円 3,482千円 183,350千円

減価償却累

計額相当額
125,903千円 3,424千円 129,327千円

減損損失累

計額相当額
8,980千円 －千円 8,980千円

期末残高相

当額
44,984千円 58千円 45,042千円

 

その他

（有形固定

資産）

その他

（無形固定

資産）

合計

取得価額相

当額
119,215千円 3,482千円 122,698千円

減価償却累

計額相当額
110,273千円 3,482千円 113,756千円

減損損失累

計額相当額
     －千円  －千円      －千円

期末残高相

当額
8,942千円 －千円 8,942千円

②　未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 34,765千円

１年超 19,478千円

合計 54,243千円

 　　リース資産減損勘定の残高　　 　　　　2,074千円

１年以内 9,627千円

１年超       435千円

合計       10,063千円

 　　リース資産減損勘定の残高　　 　　　　　－千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 38,544千円

リース資産減損勘定の取崩額 13,656千円

減価償却費相当額 34,233千円

支払利息相当額 2,686千円

減損損失      －千円

支払リース料 26,996千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,074千円

減価償却費相当額    23,672千円

支払利息相当額 1,261千円

減損損失 －千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　　同左

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

・利息相当額の算定方法

　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

①　株式 10,400 72,000 61,600

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 10,400 72,000 61,600

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

合計 10,400 72,000 61,600

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

３　時価評価されていないその他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 56,369

　（注）当連結会計年度において、486千円の減損処理を行っております。

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

処理を行っております。

 

当連結会計年度（平成20年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

88,813 75,400 －

３　時価評価されていないその他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 37,295

　（注）当連結会計年度において、16,058千円の減損処理を行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には「時価が著しく下落」したものとし、

減損処理を行っております。

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

－ 28 －



（デリバティブ取引関係）

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

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）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

 ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
 当社従業員（取締役、監査役含む）、当社子会

社従業員（取締役含む）    500名

当社従業員（取締役、監査役含む）、当社子会

社従業員（取締役含む） 542名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　5,000,000株 普通株式　　　2,981,000株

付与日 平成17年12月15日 平成18年３月16日

権利確定条件

 付与日（平成17年12月15日）以降、権利確定日

（平成19年６月30日）まで継続して勤務してい

ること。

 付与日（平成18年３月16日）以降、権利確定日

（平成19年６月30日）まで継続して勤務してい

ること。

対象勤務期間
７ヶ月間（平成17年５月14日至平成17年12月15

日）
 １日（平成18年３月16日在籍者）

権利行使期間
 平成19年６月30日から

 平成20年７月７日まで

  平成19年６月30日から

　平成20年７月７日まで

 (注)株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載してお

ります。

①　ストック・オプションの数

平成17年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利確定前　　　　（株）   

前連結会計年度末 5,000,000 2,981,000

付与 ― ―

失効 910,000 473,000

権利確定 ― ―

未確定残 4,090,000 2,508,000

権利確定後　　　　（株）   

前連結会計年度末 ― ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 ― ―

②　単価情報

平成17年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 335 175

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ―
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成　20年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

 ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
 当社従業員（取締役、監査役含む）、当社子会

社従業員（取締役含む）    500名

当社従業員（取締役、監査役含む）、当社子会

社従業員（取締役含む） 542名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　5,000,000株 普通株式　　　2,981,000株

付与日 平成17年12月15日 平成18年３月16日

権利確定条件

 付与日（平成17年12月15日）以降、権利確定日

（平成19年６月30日）まで継続して勤務してい

ること。

 付与日（平成18年３月16日）以降、権利確定日

（平成19年６月30日）まで継続して勤務してい

ること。

対象勤務期間
７ヶ月間（平成17年５月14日至平成17年12月15

日）
 １日（平成18年３月16日在籍者）

権利行使期間
 平成19年６月30日から

 平成20年７月７日まで

  平成19年６月30日から

　平成20年７月７日まで

(注)株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載して

おります。

①　ストック・オプションの数

平成17年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利確定前　　　　（株）   

前連結会計年度末 4,090,000 2,508,000

付与 ― ―

失効 240,000 143,000

権利確定 3,850,000 2,365,000

未確定残 ― ―

権利確定後　　　　（株）   

前連結会計年度末 ― ―

権利確定 3,850,000 2,365,000

権利行使 ― ―

失効 450,000 324,500

未行使残 3,400,000 2,040,500

②　単価情報

平成17年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 335 175

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ―
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(イ）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (イ）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

（繰延税金資産）  

賞与引当金繰入超過額 65,355千円

貸倒引当金繰入超過額 13,257,149千円

訴訟損失引当金繰入超過額 －

繰越欠損金 4,852,940千円

減価償却費償却超過額 362,383千円

商品 29,484千円

未払費用 7,290千円

未払事業所税 11,366千円

閉鎖店舗引当金 4,616千円

投資有価証券 853,335千円

土地 41,677千円

電話加入権 4,868千円

リース資産減損勘定 840千円

建設仮勘定

（ソフトウェア）

 42,525千円

債務保証損失引当金 989千円

その他 4,995千円

小計 19,539,817千円

評価性引当額 △19,539,817千円

合計  －

（繰延税金負債）  

有価証券評価差額 △24,948千円

繰延税金負債純額 24,948千円

（繰延税金資産）  

賞与引当金繰入超過額       73,305千円

貸倒引当金繰入超過額     13,036,567千円

訴訟損失引当金繰入超過額     758,004千円

繰越欠損金     6,750,416千円

減価償却費償却超過額        464,361千円

商品       11,022千円

未払費用      8,505千円

未払事業所税       7,167千円

閉鎖店舗引当金      40,500千円

投資有価証券       －

土地       41,677千円

電話加入権      4,873千円

リース資産減損勘定    －

建設仮勘定

（ソフトウェア）

       42,525千円

債務保証損失引当金  －

その他      8,190千円

小計 21,247,115千円

評価性引当額   △21,247,115千円

合計 －

（繰延税金負債）  

有価証券評価差額      －

繰延税金負債純額      －

(ロ）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、

記載を行っておりません。

(ロ）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、

記載を行っておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

自動車関連事

業

（千円）

不動産関連事

業

（千円）

その他関連事

業

（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

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

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
5,869 480 395,118 401,467 △401,467 －

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

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

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

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出
      

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

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

減損損失 307,151 － － 307,151 － 307,151

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

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

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

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４　資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、現金及び預金1,195,352千円、投資有価証券128,369千円で

あります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

自動車関連事

業

（千円）

不動産関連事

業

（千円）

その他関連事

業

（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 43,157,027 119,685 265,636 43,542,349 － 43,542,349

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
3,016 120 545,741 548,878 △548,878 －

計 43,160,044 119,805 811,378 44,091,228 △548,878 43,542,349

営業費用 45,078,583 25,488 823,637 45,927,709 △481,355 45,446,354

営業利益又は営業損失（△） △1,918,539 94,316 △12,258 △1,836,482 △67,523 △1,904,004

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出
      

資産 6,288,260 － 466,860 6,755,120 1,937,016 8,692,137

減価償却費 216,601 － 27,794 244,395 － 244,395

減損損失 362,706 － － 362,706 － 362,706

資本的支出 248,074 － 21,159 269,234 － 269,234

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

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

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務

(3）その他………………………………自動車陸送事業等

３　営業費用の、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４　資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、現金及び預金1,688,775千円、投資有価証券37,295千円であ

ります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または、地域に所在する連結子会社および重要

な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

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）

 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
被所有割
合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

株式会社

ソリッド

アコース

ティック

ス

東京都港

区
1,818

投資事業

事業育成

事業

子会社管

理事業

56.93
兼任

７人

資金の

援助

寄託金 12,160 寄託金 12,160 

質権設定料利

息収入

65 

 

未収利息

 

65 

 

敷金の支払

 

352 

 

差入敷金

保証金

352 

 

 兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）
事業の内容
又は職業

議決権等
被所有割
合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

同一の親会

社をもつ会

社等

株式会社

ソリッド

ヒューマ

ンテクノ

ロジーズ

東京都

港区
100

人材派遣事

業

システム開

発事業

エンジニア

教育事業

－
兼任

６人

営業上

の取引

器具備品の購

入 

23 

 

未払金

 

26 

 

派遣費用の支

払

2 

 
未払金

2 

 

同一の親会

社をもつ会

社等

株式会社

ソリッド

ミュー

ジックア

ンドエン

タテイメ

ント

東京都

港区
10

音楽メディ

アの企画・

製作・製

造・販売・

輸出入業

－
兼任

３人

営業上

の取引

広告宣伝にお

けるキャラク

ター契約料

30 未払金 31 

　　　上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

　（注）１．価格その他の取引条件については、市場情勢を参考に、価格交渉等の上決定しております。

　　　　２．利息収入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権
等被所
有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

株式会社

ソリッド

アコース

ティック

ス

東京都港

区
1,818

投資事業

事業育成

事業

子会社管

理事業

56.93
兼任

６人 

資金の

援助

寄託金 － 寄託金 11,932

広告宣伝費 92 － －

消耗品費 8 － －

地代家賃 192 － －

器具備品の購入 69 － －

人件費の支払 1 未払金 1

　（注）１．平成19年９月30日、株式会社ソリッドアコースティックスは、当社の「親会社」から「その他の関係会

　　　　　　社」へ異動しております。

　　　　２．取引金額には消費税等は含まれておりません。

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権
等被所
有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の関

係会社

株式会社

ソリッド

アコース

ティック

ス

東京都港

区
1,818

投資事業

事業育成

事業

子会社管

理事業

48.74
兼任

１人 

資金の

援助

寄託金 － 寄託金 11,932

消耗品費 0 － －

器具備品の購入 3 － －

人件費の支払 1 未払金 1

　（注）１．平成19年12月14日、株式会社ソリッドアコースティックスは、当社の「その他の関係会社」及び主要株主

　　　　　　に該当しないこととなっております。

　（注）２．取引金額には消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 32.64円

１株当たり当期純損失 61.08円

１株当たり純資産額      20.14

１株当たり当期純損失      13.55

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失である

為、記載しておりません。

　　　　　　　　　　　　同左

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純損失（千円） 14,414,418 3,196,970

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 14,414,418 3,196,970

期中平均株式数（株） 235,974,841 235,951,661

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権２種類（新株予約権の数

65,980個）。

新株予約権２種類（新株予約権の数

54,405個）。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成　18年　４月　１日
至　平成　19年　３月　31日）

当連結会計年度
（自　平成　19年　４月　１日
至　平成　20年　３月　31日）

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、

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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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）

当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減(千円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,195,352   1,688,775   

２　受取手形   7,141   －   

３　売掛金   869,470   1,044,937   

４　商品   3,712,660   3,232,084   

５　短期貸付金   13,100   －   

６　未収利息   65,084   －   

７　前払費用   224,110   326,741   

８　その他 ※１  12,363   50,646   

貸倒引当金   △100   －   

流動資産合計   6,099,183 57.5  6,343,185 75.2 244,001

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(１）建物  884,833   804,701    

減価償却累計額  455,646 429,187  506,124 298,577   

(２）構築物  889,940   780,657    

減価償却累計額  541,580 348,359  608,877 171,779   

(３）機械装置  17,808   16,660    

減価償却累計額  12,553 5,254  12,394 4,266   

(４）車輌運搬具  4,476   2,868    

減価償却累計額  2,710 1,766  2,828 39   

(５）器具備品  145,288   106,322    

減価償却累計額  100,353 44,935  88,800 17,522   

(６）土地   232,200   232,200   

(７）建設仮勘定   39,518   131,775   

有形固定資産合計   1,101,221 10.4  856,160 10.2 △245,061

２　無形固定資産         

(１）ソフトウェア   －   2,763   

(２）電話加入権   732   719   

(３）その他   1,610   856   

無形固定資産合計   2,343 0.0  4,339 0.1 1,996

３　投資その他の資産         

(１）投資有価証券   128,369   37,295   

(２）関係会社株式   1,500,999   200,028   

(３）出資金   6,030   6,030   

(４）長期前払費用   27,578   18,945   

(５）差入敷金保証金   1,168,835   798,895   

(６）長期債権 ※１,２  20,340,668   19,903,400   

(７）長期売掛金 ※２  518,489   518,489   

(８) ＣＭＳによる寄託金 ※３  12,160,000   11,932,623   

(９）その他   285,000   －   

　　貸倒引当金   △32,731,244   △32,189,055   

投資その他の資産合計   3,404,726 32.1  1,226,652 14.5 △2,178,073

固定資産合計   4,508,291 42.5  2,087,152 24.8 △2,421,139

資産合計   10,607,474 100.0  8,430,337 100.0 △2,177,137

         

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

－ 39 －



  
前事業年度

（平成19年３月31日）

当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減(千円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   467,584   494,452   

２　未払金 ※１  1,137,632   716,704   

３　未払費用   117,384   85,687   

４　未払法人税等   72,870   75,253   

５　前受金   202,984   200,332   

６　預り金   74,072   96,448   

７　賞与引当金   151,000   175,000   

８　閉鎖店舗引当金   11,397   100,000   

９　訴訟損失引当金   －   1,871,615   

10　その他 ※４  28,946   68,161   

流動負債合計   2,263,873 21.4  3,883,657 46.1 1,619,783

Ⅱ　固定負債         

１　預り保証金   20,362   20,362   

２　リース資産減損勘定   2,074   －   

３　長期未払金   9,840   －   

４　繰延税金負債   24,948   －   

固定負債合計   57,224 0.5  20,362 0.2 △36,862

負債合計   2,321,098 21.9  3,904,019 46.3 1,582,921

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   14,447,805 136.2  14,447,805 171.4 －

２　資本剰余金         

(１）資本準備金  3,611,951   3,611,951    

(２）その他資本剰余金  3,943,751   3,943,751    

資本剰余金合計   7,555,702 71.2  7,555,702 89.6 －

３　利益剰余金         

(１）その他利益剰余金         

別途積立金  644,669   644,669    

繰越利益剰余金  △14,396,465   △18,118,114    

利益剰余金合計   △13,751,796 △129.6  △17,473,445 △207.3 △3,721,648

４　自己株式   △1,987 0.0  △3,744 0.0 △1,757

株主資本合計   8,249,724 77.8  4,526,317 53.7 △3,723,406

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額   36,652 0.3  － － －

評価・換算差額等合計   36,652 0.3  － － －

純資産合計   8,286,376 78.1  4,526,317 53.7 △3,760,058

負債純資産合計   10,607,474 100.0  8,430,337 100.0 △2,177,137
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(2）損益計算書

  

前事業年度

　　　（自　平成18年４月１日

　　　　至　平成19年３月31日）

当事業年度

　　　（自　平成19年４月１日

　　　　至　平成20年３月31日）

 

対前年比

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
増減(千円)

Ⅰ　売上高         

１　商品売上高  32,076,467   39,323,742    

２　FCロイヤリティー収入  22,500   －    

３　その他の営業収入  4,124,976 36,223,944 100.0 3,956,107 43,279,850 100.0 7,055,905

Ⅱ　売上原価 ※１        

１　期首商品たな卸高  3,785,410   3,712,660    

２　当期商品仕入高  29,384,366   35,422,797    

合計  33,169,776   39,135,458    

３　他勘定振替高 ※２ △8,211   △7,171    

４　期末商品たな卸高  3,712,660 29,448,904 81.3 3,232,084 35,896,203 82.9 6,447,298

売上総利益   6,775,039 18.7  7,383,647 17.1 608,607

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  115,061   101,080    

２　給料手当  2,505,638   2,689,551    

３　賞与  140,654   156,281    

４　法定福利費  318,016   349,222    

５　福利厚生費  37,823   26,257    

６　賞与引当金繰入額  151,000   175,000    

７　通信費  152,986   164,591    

８　旅費交通費  270,595   320,132    

９　広告宣伝費  ※３ 1,813,153   1,712,594    

10　租税公課  131,524   166,881    

11　支払手数料  274,343   633,148    

12　地代家賃  1,819,560   1,825,554    

13　減価償却費  289,355   216,601    

14　その他  616,412 8,636,126 23.8 670,972 9,207,869 21.3 571,743

営業損失   1,861,086 △5.1  1,824,222 △4.2 △36,863
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前事業年度

　　　（自　平成18年４月１日

　　　　至　平成19年３月31日）

当事業年度

　　　（自　平成19年４月１日

　　　　至　平成20年３月31日）

 

対前年比

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
増減(千円)

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  69,159   3,478    

２　受取配当金  1,360   1,540    

３　受取保険金  2,631   2,926    

４　用度品売却収入  112   2,101    

５　手数料収入  －   4,075    

６　法人税等還付加算金  139   7    

７　有価証券利息  3,285   －    

８　雑収入  17,889 94,577 0.3 6,523 20,652 0.0 △73,925

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  －   1,486    

２　保証金償却  －   22,219    

３　車輌盗難による損失  －   6,076    

４　雑損失  10,096 10,096 0.0 3,840 33,622 0.1 23,526

経常損失   1,776,605 △4.8  1,837,192 △4.3 60,587

Ⅵ　特別利益         

１　賞与引当金戻入  23,592   9,812    

２　投資有価証券売却益  －   594,000    

３　貸倒引当金戻入  －   69,077    

４　固定資産売却益 ※４ 327 23,919 0.1 9 672,901 1.6 648,982

         

Ⅶ　特別損失         

１　貸倒引当金繰入額  12,286,457   －    

２　投資有価証券評価損  486   16,058    

３　固定資産除却損 ※５ 2,344   5,866    

４　訴訟関連費用  －   7,357    

５　閉鎖店舗引当金繰入  －   100,000    

６　訴訟損失引当金繰入  －   1,871,615    

７　減損損失  ※７ 307,151   362,706    

８　原状回復費用  － 12,596,439 34.8 143,229 2,506,833 5.8 △10,089,605

税引前当期純損失   14,349,126 △39.5  3,671,125 △8.5 △10,678,000

法人税、住民税及び事業税  47,339 47,339 0.1 50,523 50,523 0.1 3,183

当期純損失   14,396,465 △39.6  3,721,648 △8.6 △10,674,817
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積

立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額       

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

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

自己株式の取得        △31 △31

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

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

平成19年３月31日　残高
（千円）

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

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額   

資本準備金の取崩    －

当期純損失    △14,396,465

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045

事業年度中の変動額合計
（千円）

△29,773 △29,773 △33,272 △14,459,543

平成19年３月31日　残高
（千円）

36,652 36,652 － 8,286,376
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額       

当期純損失      △3,721,648 △3,721,648  △3,721,648

自己株式の取得        △1,757 △1,757

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）

－ － － － － △3,721,648 △3,721,648 △1,757 △3,723,406

平成20年３月31日　残高
（千円）

14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △18,118,114 △17,473,445 △3,744 4,526,317

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

事業年度中の変動額   

当期純損失   △3,721,648

自己株式の取得   △1,757

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△36,652 △36,652 △36,652

事業年度中の変動額合計
（千円）

△36,652 △36,652 △3,760,058

平成20年３月31日　残高
（千円）

－ － 4,526,317
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成　18年４月１日
至　平成　19年３月31日）

当事業年度
（自　平成　19年４月１日
至　平成　20年３月31日）

　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。

　当事業年度末においては、現金および現金同等物の金額

（1,195百万円）が前事業年度末（15,963百万円）に比べて

著しく減少しております。当該状況を総合的に鑑みて、当

社には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。

　このような状況から早急に脱却するために、当社では中

期事業計画（平成20年３月期から平成22年３月期）を策定

し、当該計画の達成に向けて邁進する所存です。

・営業損益および営業キャッシュ・フローへの対応

　営業では１人当たりの生産性を重視してまいります。営

業研修部を新設して個人のスキルアップをはかり、全国55

ある店舗（平成19年３月末現在）よりスクラップ・アンド・

ビルドを積極的に行います。新たに導入した事業部制では

買取・直販体制を構築させ、社内流通量を10,000台に増加

し陸送費、オークション仕入れ手数料の削減を強化するこ

と、そしてより地域に密着した営業、機動的なマーケティ

ングを遂行いたします。

・販売管理費の圧縮と財務強化

　第20期におきましては広告宣伝費が802百万円増加いたし

ましたが、費用対効果を徹底的に検証してまいります。本

社家賃の見直し（移転含む）など経費圧縮に努め、持分法

適用会社である株式会社オートサーバー株式の売却を早期

に実現させ、当社の財務強化、安定に努めてまいります。

 当社は、前事業会計年度において14,396百万円の大幅な当

期純損失を計上し、当事業年度においても1,824百円の営業

損失、1,837百万円の経常損失、3,721百万円の当期純損失

を計上しております。また、「事業等のリスク」に記載の

とおり、複数の訴訟が発生しており、これらの裁判の推移

によっては、多額の係争費用が発生する可能性があります。

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。

　当社は、平成19年７月30日公表の中期事業計画「ＣＡＲ

ＣＨＳ　Ｒｅｂｕｉｌｄｉｎｇ　ＰＬＡＮ」（平成20年３

月期から平成22年３月期）に基づき、「買取直販モデル」

の推進、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、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、売上高に見

合う営業収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。

　また、販売費及び一般管理費においては、本社移転に伴

う修繕費の増加、人件費の増加、係争費用や公開買付け対

応費用の増加が影響し、営業損失1,824百万円（前年同期は

1,861百万円の損失）となったため、今後も費用対効果を徹

底的に検証し、更なる経費の圧縮を図ってまいります。

　第22期の確保すべき運転資金につきましては、営業収益

及び営業キャッシュ・フローの確保、エクイティ・ファイ

ナンス等及び担保不動産・当社保有不動産売却の実施によ

り、当該状況を解消する予定であります。訴訟に関しては、

法廷の場で適切に対応してまいります。

　当社は、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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前事業年度
（自　平成　18年４月１日
至　平成　19年３月31日）

当事業年度
（自　平成　19年４月１日
至　平成　20年３月31日）

  なお、第21期の資金収支の予想、および今後確保すべき

運転資金につきましては、子会社からの借入、当社保有株

式・不動産の売却、担保不動産の売却、およびエクイティ・

ファイナンス等の実施により4,918百万円を調達してまいり

ます。詳細は、下記資金繰り総括表をご参照下さい。 

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

子会社から借入  平成19年６月  100

担保不動産売却  平成19年７月  217

担保不動産売却  平成19年７月  460

貸付金回収  平成19年７月  60

当社保有株式売

却
 平成19年９月  8,848 1,170

エクイティファ

イナンス等
 平成19年７月  2,000

当社保有不動産
売却

 平成19年９月  200

担保株式売却  平成19年９月  48,800 2

担保株式売却  平成19年９月  280,000 209

担保株式売却  平成19年９月  93,440 4

差入保証金返還  平成19年９月  80

商品在庫圧縮  随時  350

  調達金額の合計 4,918

 

 当該計画および資金調達の実行・達成により、継続企業の

前提に関する重要な疑義は解消されるものと考えておりま

す。このため、財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記の重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。

 

―――――――
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重要な会計方針

項目

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方

法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算

定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　―――――――

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

２　たな卸資産の評価基準及び評価

方法

商品

個別法による低価法

商品

通常の販売目的で保有する棚卸資産

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

３　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）については、定額法を

採用しております。

定期借地権の契約による借地上の構築物等に

ついては、耐用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　　３年～44年

構築物　　　　　３年～15年

車両運搬具　　　４年～６年

器具備品　　　　３年～10年

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）については、定額法を

採用しております。また、平成19年４月１日

以降に取得した減価償却資産については、改

正後の法人税法に基づく定率法を採用してお

ります。 

定期借地権の契約による借地上の構築物等に

ついては、耐用年数を定期借地権の残存期間、

残存価額を零とした定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　　３年～44年

構築物　　　　　３年～15年

車両運搬具　　　４年～６年

器具備品　　　　３年～10年

  (追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、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。なお、

この変更に伴い損益計算書に与える影響は軽

微であります。
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項目

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

(2）無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3)閉鎖店舗引当金

閉鎖店舗に伴う費用損失に備えるため、今後

の発生見込額を計上しております。

(3）閉鎖店舗引当金　　　　　　　　

同左

(4)　　　　　　―――――――

 

(4）訴訟損失引当金　　　　　　　　

　　訴訟に対する損失に備えるため、将来発生す

　　る可能性のある損失を見積り、必要と認めら

　　れる額を計上しております。

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンスリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左

６　その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は8,286,376

千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

――――――

 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当事業年度から、平成19年度の法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した減価償却資産については、

改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。なお、

この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であ

ります。

 

 

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の早期適用）

　「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

る事業年度に係る財務諸表から適用できることになったこ

とに伴い、当事業年度から同会計基準を適用しております。

　これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、

それぞれ2,346千円増加しております。

　（参考）

　①変更前の方法（個別法による低価法）による低価評価

損計上額

 　　　　　24,868千円

　②変更後の方法による簿価切下額　　　　　　　　

 　　　　　　　27,215千円

　③変更による影響額（②－①）

 　　　　　　　2,346千円
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

――――――

 

（貸借対照表関係） 

　当事業年度において、株式会社ソリッドアコースティッ

クスが「親会社」でなくなりましたので、流動資産に表示

しておりました「親会社未収利息」から「未収利息」に、

固定資産に表示しておりました「ＣＭＳによる親会社寄託

金」から「ＣＭＳによる寄託金」に科目を変更して表示し

ております。

 

 

（損益計算書関係）

　「手数料収入」は、前事業年度まで営業外収益の「雑収

入」に含めて表示しておりましたが、当事業年度において、

営業外収益の総額の100分の10を越えたため区分掲記しま

した。

　なお、前事業年度末の「手数料収入」は6,531千円であ

ります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

短期貸付金 13,000千円

その他（流動資産） 576千円

長期債権 17,153,647千円

未払金 49,632千円

前受金 921千円

前払費用     1,575千円

その他（流動資産） 3千円

長期債権 17,346,546千円

未払金     66,396千円

  

※２　長期債権および長期売掛金は、財務諸表等規則第32

条第１項第10号の債権であります。

※２　　　　　　　　　 同左

※３　ＣＭＳによる親会社寄託金について

キャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）へ

寄託した寄託金を、親会社が借入れているものであ

ります。

※３　ＣＭＳによる寄託金について

キャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）へ

寄託した資金であります。

※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費税等は、相殺の上、流

動負債の「その他」に含めて表示しております。

※４　　　　　　　　　 同左

５　保証債務

ＡＡフィナンシャル・システム㈱のカートレード

ファイナンス会員の金融機関からの借入に対して、

100,000千円を上限とした債務保証 

                                  100,000千円

５　              ―――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

※１　低価法による商品評価減の処理

低価法による商品の評価減額72,802千円を売上原価に算入し

ております。

※１　原価法による商品評価減の処理

原価法による商品の評価減額27,215千円を売上原価に算入し

ております。

※２　他勘定振替高8,211千円は、固定資産への振替等によるもので

あります。

※２　他勘定振替高7,171千円は、盗難などによる商品の損失による

ものであります。

※３　広告宣伝費のうち、当社が受領するフランチャイズ・チェーン

の広告宣伝費負担金につきましては、直接同科目から控除の

うえ、表示しております。

※３  広告宣伝費のうち、当社が受領するフランチャイズ・チェーン

の広告宣伝費負担金につきましては、直接同科目から控除の

うえ、表示しております。

当期の控除額は、21,643千円であります。 当期の控除額は、3,052千円であります。

※４　固定資産売却益

固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

※４　固定資産売却益

固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車輌運搬具 327千円 器具備品    9千円

※５　固定資産除却損

固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

※５　固定資産除却損

固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

ソフトウェア 23千円

車輌運搬具 2,320千円

合計 2,344千円

長期前払費用   5,483千円

構築物   342千円

車輌運搬具   21千円

器具備品   19千円

合計      5,866千円

※７　減損損失

(1)減損損失を認識した資産グループの概要

用途 所在地 種類
減損損失

(千円)

赤字店舗

千葉県柏市

石川県金沢市

他 

建物及び構築物

その他 
198,082

遊休 　― 
ソフトウェア

その他
109,068

※７　減損損失

(1)減損損失を認識した資産グループの概要

用途 所在地 種類
減損損失

(千円)

赤字店舗

大阪府大阪市

北海道札幌市

他 

建物及び構築物

器具備品

その他 

231,418

共有 ―

ソフトウェア

器具備品

その他

131,288

　　　(2)減損損失の認識に至った経緯

　　　減損損失を認識した資産は収益性及び評価額が帳簿価額に比べ

て著しく低下したことにより、減損の兆候が認められました

ので、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

　　　(2)減損損失の認識に至った経緯

同左

　　　(3)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額 　　　(3)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額

 建物及び構築物 192,339千円 

 無形固定資産 109,068千円 

 その他 5,743千円 

 建物及び構築物   240,625千円 

 器具備品 99,321千円 

 無形固定資産    13,489千円 

 その他   9,269千円 

　　　(4)資産のグルーピングの方法

　　　当社グループは内部管理上の事業所等を単位として資産のグ

ルーピングを行っております。ただし、賃貸不動産に関する

資産及び遊休資産については個別にグルーピングを行い、提

出会社の本社管理部門に係る資産等は共有資産としており、

より大きなグルーピングで評価しております。

　　　(4)資産のグルーピングの方法

同左

　　　(5)回収可能価額の算定方法

　　　回収可能価額は使用価値及び正味売却価額を用いており、使用

価値算定においては将来キャッシュフローを５％で割引いて

算定しており、正味売却価額の算定に当たっては主に不動産

鑑定額等を使用しております。

　　　(5)回収可能価額の算定方法

同左
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 12,081 320 － 12,401

合計 12,081 320 － 12,401

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

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 12,401 48,848 － 61,249

合計 12,401 48,848 － 61,249

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加48,848株は、単元未満株式の買取りによる増加48株、担保株式の質権実行に

よる増加48,800株であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

  
機械装置

（千円）
 

器具備品

（千円）
 

ソフトウェ

ア（千円）
 

合計

（千円）

取得価額相

当額
 30,885 148,983 3,482 183,350

減価償却累

計額相当額
 23,163 102,739 3,424 129,327

減損損失累

計額相当額
 3,301 5,679 － 8,980

期末残高相

当額
 4,420 40,564 58 45,042

  
機械装置

（千円）
 

器具備品

（千円）
 

ソフトウェ

ア（千円）
 

合計

（千円）

取得価額相

当額
 30,885 88,330 3,482 122,698

減価償却累

計額相当額
 29,340 80,933 3,482 113,756

減損損失累

計額相当額
 － － － －

期末残高相

当額
 1,544 7,397 － 8,942

②　未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 34,765千円

１年超 19,478千円

合計 54,243千円

     リース資産減損勘定の残高 　　　　　　2,074千円

１年以内   9,627千円

１年超       435千円

合計       10,063千円

     リース資産減損勘定の残高 　　　　　    　－千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 38,544千円

リース資産減損勘定の取崩額 13,656千円

減価償却費相当額 34,233千円

支払利息相当額 2,686千円

減損損失 －千円

支払リース料       26,996千円

リース資産減損勘定の取崩額       2,074千円

減価償却費相当額       23,672千円

支払利息相当額      1,261千円

減損損失 －千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

・利息相当額の算定方法

同左

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

－ 54 －



（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年

３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (1）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

（繰延税金資産）  

賞与引当金繰入超過額 61,155千円

貸倒引当金繰入超過額 13,256,194千円

訴訟損失引当金繰入超過額 －

繰越欠損金 4,848,123千円

減価償却費償却超過額 362,383千円

商品 29,484千円

未払費用 7,290千円

未払事業所税 11,366千円

閉鎖店舗引当金 4,616千円

投資有価証券 853,335千円

土地 41,677千円

電話加入権 4,868千円

リース資産減損勘定 840千円

建設仮勘定（ソフトウェ

ア）

42,525千円

その他 4,512千円

小計   19,528,372千円

評価性引当額 △19,528,372千円

合計 －千円

（繰延税金負債）  

有価証券評価差額 △24,948千円

繰延税金負債純額 24,948千円

（繰延税金資産）  

賞与引当金繰入超過額       70,875千円

貸倒引当金繰入超過額     13,036,567千円

訴訟損失引当金繰入超過額      758,004千円

繰越欠損金      6,432,321千円

減価償却費償却超過額        464,361千円

商品       11,022千円

未払費用      8,505千円

未払事業所税       7,167千円

閉鎖店舗引当金      40,500千円

投資有価証券        ―

土地       41,677千円

電話加入権      4,873千円

リース資産減損勘定   ―

建設仮勘定（ソフトウェ

ア）

      42,525千円

その他      8,085千円

小計    20,926,486千円

評価性引当額  △20,926,486千円

合計 －千円

（繰延税金負債）  

有価証券評価差額     ―

繰延税金負債純額     ―

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

当事業年度（第20期）は、税引前当期純損失のため、

記載を行っておりません。

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

当事業年度（第21期）は、税引前当期純損失のため、

記載を行っておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 35.12円

１株当たり当期純損失 61.01円

１株当たり純資産額 19.19円

１株当たり当期純損失 15.77円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失である

為、記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純損失（千円） 14,396,465 3,721,648

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 14,396,465 3,721,648

期中平均株式数（株） 235,974,841 235,951,661

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権２種類（新株予約権の数

65,980個）。

新株予約権２種類（新株予約権の数

54,405個）。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成　18年　４月　１日
至　平成　19年　３月　31日）

当事業年度
（自　平成　19年　４月　１日
至　平成　20年　３月　31日）

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、

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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