
 

 

平成 20 年 10 月 29 日 

各  位  

会 社 名 株式会社 バ ナ ー ズ 

   代 表 者 代表取締役社長 澁谷  信 

(コード番号 3011 東証第二部) 

問合せ先 取締役経営管理部長 山岸さち江 

電    話  (048)523－2018 

 

事業の現状、今後の展開について 

 

 当社は、事業の現状、今後の展開につきまして、下記のとおり株式会社東京証券取引所に対し、東

京証券取引所有価証券上場規程第 601 条第１項第４号ａに定める書面を提出いたしましたので、お

知らせいたします。 
 本書面の提出により、平成 21 年 4 月 30 日までのいずれかの月において、月間平均時価総額及び

月末時価総額が 10 億円以上になったときは、有価証券上場規程第 601 条第１項第４号ａに骸当しな

いことになります。 
 当社では、今後下記に記載した事業計画の推進により業績の改善を図り、時価総額を 10 億円以上

へ回復すべく市場からの評価を高め、今後とも上場を維持してまいりたいと考えております。 

 

記 

 

１．事業の現状 

米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安と世界的な株式市場の低迷は、日本における

実態経済への影響が懸念される状況において、原油および原材料価格高騰による物価上昇や景気停滞

の懸念が拡大し個人消費も低迷する中、全体的な経済動向としても回復の兆しが見えない状況となっ

ております。 

 当社では平成19年3月期に債務超過に陥りましたが、資本増強と経営合理化による財務基盤の建て

直しを図り、平成20年3月期においては債務超過を解消し、平成21年3月期（今期）に入りましてから

は、会社再生に向けて各事業の経営効率の向上と収益計上に向けての施策の検討と実施を開始したと

ころであります。しかしながら、当社株価につきましては、債務超過解消後ということもあり、経営

成績として具体的な成果が顕在化することによる市場の評価を得るまでには至っていないこと、また、

市況の低迷や全体的な株安傾向の影響もあり、依然、低迷しているのが現状であります。 

こうした状況の中で、昨年来より、不動産利用事業ならびに自動車販売事業といった既存事業にお

いて徹底した経営の効率化や合理化を図ってまいりましたことから、平成20年3月期第１四半期にお

きましては、当社グループの売上高は487百万円となり、前年同期比118.6％を達成いたしました。一

方で、収益面では、利益構造の抜本改革に取り組んでまいりましたものの、増資および株主の名義書

換に伴う株式取扱手数料の増額等により営業損失19百万円を計上し、また、株式市場の低迷により営

業外費用に有価証券売却損96百万円を計上いたしましたこと等から、経常損失111百万円（前年同期

経常損失30百万円）となり、当期純損失122百万円（前年同期純損失128百万円）を計上しております。

こうした現状を鑑みるに、事業再建には、既存事業における一層の経営効率化と新たな収益の基盤を

確保することが必要であると判断しております。新たな収益確保に向け次なる事業の柱となる新事業

を確立していくためには、経常的な運転資金を確保できる体制を整えた上で、新事業を開拓推進して

いくための事業資金も確保する必要があり、このためには資本増強・有利子負債の圧縮等の資本政策

を実施しながら財政的な基盤を強化していくことが必要であると考えております。 

平成20年3月期第1四半期の業績に基づき、当社の各事業（セグメント）別に現況を次のように分析

しております。 
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①不動産利用事業 

 当社は、埼玉県北部である熊谷・本庄・児玉の３拠点にて賃貸用不動産を有し、テナント向けに賃

貸事業を展開しております。熊谷におきましては、本社に隣接する用地において、ファミリー向けレ

ストラン・カラオケ施設・雑貨販売のテナント各社および当社子会社である株式会社ホンダニュー埼

玉熊谷店へ合計５社に対する不動産賃貸を行っております。本庄におきましては、生鮮食料品等を販

売するスーパーマーケット・雑貨・家具販売・ホームセンターおよび当社子会社である株式会社ホン

ダニュー埼玉本庄店へ合計７社（駐車場の賃貸を含む）への不動産賃貸を行っております。児玉にお

きましては、工場倉庫用施設を紙器業企業１社へ不動産賃貸を行っております。現時点におきまして

は、いずれのテナントにおきましても空きがなくフル稼働の状態であります。不動産賃貸借契約にお

きましては、テナント各社の理解と協力を得ながら、契約更改時には賃料水準の維持に努めておりま

す。一方で、ショッピングセンターをはじめとする建物と付帯設備の維持と保守のためには、今後も

継続的な設備投資が必要であることから、賃貸収入と維持コストのバランスを図りながら、テナント

と利用者にとって魅力ある設備の提供を行っております。 

なお、当該事業における平成21年3月期第１四半期における業績は、ショッピングセンターの保守

に伴う設備投資を実施する一方で事業収益の拡大と安定成長の推進を行いました結果、売上高は83

百万円（前年同期比100.5％）、営業利益は53百万円（前年同期営業利益55百万円）となりました。 

 

②自動車販売事業 

当社は、子会社である株式会社ホンダニュー埼玉を昭和 53 年 12 月にホンダ正規ディーラーとして

登録しホンダ車の販売を開始し、現在では、熊谷店、寄居店、本庄店の 3店舗を展開するに至ってお

ります。昨今では原油の高騰に伴うガソリン価格の高騰、若者の自動車離れが進んでおりますことか

ら、現在のディーラー経営は非常に厳しい状況下にあると言われておりますが、当社子会社がディー

ラーを展開しております埼玉県北部という地域におきましては、自動車が生活に不可欠な移動手段で

ありますことからも、自家用自動車に対する一定の需要があること、既存ユーザーの自動車の修理点

検の取り扱い件数にも安定した需要があること等から、当該事業は当社全体の事業展開における重要

な柱の一つであります。一方で、他の自動車メーカーが展開しておりますディーラーとの競争も激し

くなってきておりますことから、新規顧客の獲得、既存顧客の確保のためには、日頃より、顧客サー

ビスの向上や営業力の強化のための営業マンの教育・モチベーションの向上に力を入れております。 

このような現状のなかで、ディーラー3店舗の中で、唯一、寄居店だけは用地と建物を賃借してお

り、その契約も平成 23 年には満了を迎えます。その上、寄居店は、建物の老朽化が進んでいること

に加えて、敷地面積が狭いこともあり、売上と顧客サービス向上のためにはて抜本的な対策が必要と

なっております。一方、寄居町においてはホンダの国内 4 番目となる工場（敷地 80 万㎡）が、平成

22 年完成を目指し現在工事が進められております。また、寄居町に隣接する小川町においてはホン

ダのエンジン工場が平成 21 年稼動開始を目指し建設が進んでおりますことから、寄居店を取り巻く

地域は、ホンダの町へと変貌することが予想されることから、こうした地の利を生かし寄居店をどの

ような店舗作りをしていくかが、今後の当該事業の業績向上に大きな影響があるものと判断しており

ますことから、目下、寄居店のリニューアル計画について検討しております。 

なお、当該事業における平成21年3月期第１四半期における業績は、他ディーラーとの競合が一段

と厳しさを増す中、お客様の多様なニーズに的確に応えながら、新車販売店としての販売体質の強化

に取り組みました結果、売上高は403百万円（前年同期比123.2％）と増収となりました。また、収益

改善のための構造改革を推進いたしました結果、営業損失は１百万円（前年同期営業損失９百万円）

と前年同期に比べ改善いたしました。 

 

③鋳・鍛造品製造事業 

当社は、子会社フジキャスティング株式会社におきまして、平成20年6月11日付にてベトナムバク

ニン省において投資許可（Investment Certificate）を取得いたしました。投資許可証取得後、事業

開始に向けた準備を進めておりますが、一方では、ベトナム経済における急激なインフレの進行によ

る資材・原材料の高騰、人件費の高騰と優秀な人材の確保が困難である等の様々な課題に直面してお
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ります。特に当初想定しておりましたスケジュールでの事業展開につきましては、日程の見直しを迫

られております。当初の見込みでは、平成20年6月16日付の開示「子会社によるベトナムでの投資許

可取得に関するお知らせ」におきましても記載いたしましたとおり、投資許可証取得後の企業登録に

伴う諸手続きを完了後、平成20年７月より機械搬入、同年8月より試運転を開始し、同年9月より製

品の製造を開始するスケジュールを想定しておりました。これを前提に考えますと、平成21年3月期

中にはベトナム現地法人による売上計上も可能かと予想しておりましたが、製造に必要な現地での原

材料調達等が遅れておりますこと等の理由により、全体のスケジュールを繰り延べせざるを得ない状

況にあります。当面はレンタル工場に支払うレンタル料をはじめとする固定費がかかる一方で、現時

点では、売上計上が可能な時期は平成21年4月以降に繰り延べとなる可能性が高いと判断しておりま

す。これに加え、昨今の世界的な金融不安の兆候と株式市場の低迷がもたらす国際的な実態経済への

影響を考慮すると、こうした海外事業の推進は、国内事業以上にリスクが高いと判断されることから、

結果を急ぐあまり失敗を招くことのないように慎重に進めていく必要があると考えております。子会

社フジキャスティングによるベトナム事業を安全に継続していくためには、現段階でどのような施策

を講じるべきについて、当社・子会社フジキャスティング株式会社および現地法人であるFuji 

Casting Hanoi Co., Ltd.の３社にて協議検討していきたいと考えております。 

なお、当該事業における平成21年3月期第１四半期における業績は、前連結会計年度よりフジキャ

スティング株式会社を連結子会社といたしましたが、当第１四半期においては売上がありませんこと

から、営業損失として１百万円を計上いたしました。 

 

２．今後及び実施中の施策と事業計画 

 今後は、「（１）当社事業（①不動産利用事業  ②自動車販売事業  ③鋳・鍛造品製造事業）の充

実による事業基盤の強化」「（２）資本増強による有利子負債の圧縮と事業および運転資金の確保」

へ全社を挙げて取り組むことで強固な事業体質を確立し、平成 22 年 3 月期には最終損益においても

黒字化を図ってまいります。 

 そのための具体的な取り組みにつきましては、次のとおりであります。 

 

（１）既存事業の充実による事業基盤の強化の具体策 

①不動産利用事業 
当該事業は、当社にとっての安定的な収益の基盤となっており、テナントとの賃貸借契約更改を

円滑に行っていくことができれば、今後も当社の中核事業として継続していくことが可能であると

考えております。一方で、前述の事業の現状においても触れましたとおり、ショッピングセンター

をはじめとする建物と付帯設備の維持のための設備投資を実施していく必要がありますが、設備の

修理・修繕の際には、単なる補修にとどまらずより資産価値が高まるようなリニューアルを実施し

ていきたいと考えております。そのためには、各テナントからの賃貸収入と維持にかかるコストの

バランスを図りながら設備の維持管理に係る費用の予算化を図り、引き続き、テナントと利用者に

とって魅力ある設備の提供を行ってまいりたいと考えております。 
 
②自動車販売事業 
A. 子会社ホンダニュー埼玉の店舗（ホンダカーズ熊谷・寄居店）の移転拡張計画 

前述のとおり、寄居を中心とする地域は、ホンダ寄居工場の新設に伴い、いわば一大ホンダ城下

町化の形成が予想されております。よって、現在の寄居店は、平成 23 年の土地建物一括賃貸借契

約満了を迎えるのを機に、店舗の移転拡張を実施し、既存顧客へのサービス向上と新規顧客の獲得

とホンダ車ユーザーへの修理点検を含む潜在需要の掘り起こし行うことにより、地域ディーラーの

中での勝ち組として生き残るだけの大きな商機があると考えられます。新店舗のあるべき方向性と

しては、新車販売もさることながら、認定車検工場としての資格取得を前提とした車検や修理等に

重点を置いた総合サービス提供が可能な店舗とすることが重要であります。これは、修理車検によ

る安定的な収益確保を目指し、より不安定な状況になると言われている新車販売を補完する役割を

果たす為であります。また、新店舗では、用地面積の確保が可能であれば利益率の高いホンダ車の
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中古販売も可能と考えられます。当該計画の実現には、本田技研工業株式会社様の承認が得ること、

また資金確保ができることが前提であります。本田技研工業株式会社様よりの承認取得には特に問

題はないと判断しておりますし、資金確保についても資本増強と金融機関からの借入を併行して検

討していく所存でありますので、この点につきましても問題はないと判断しております。タイムス

ケジュールとしては、平成 21 年末までに土地取得に必要な手続きを完了し、平成 22 年 1 月頃に

土地引渡しおよび建設開始、平成 22 年 9 月に店舗建設完了、平成 22 年末までに新店舗開店を想

定しております。 
  
 

B. 移転候補地について 
移転場所としての候補地は、国道 140 号線沿いで、現寄居店から花園インターの区間内までが

望ましいと考えております。国道 140 号線沿いには、トヨタ、ニッサン、ダイハツ、三菱等の各

メーカーのディーラーが密集しており、自動車販売業界にとっては、集客力が高いエリアです。花

園町に候補地として好適な土地があることを確認しております。候補地は約 850坪の土地であり、

土地所有者には、売却の意向の有無を確認済みであります。 
 
 C. 土地取得および建設費用と取得形態について 
  新寄居店開設にあたっては、株式会社ホンダニュー埼玉の親会社である当社（バナーズ）が土地

を購入、店舗建屋を建設し、それを株式会社ホンダニュー埼玉が賃借する形態を検討しております。

これにより、土地取得代金、店舗建設費用、店舗オープンに向けての資金として約 3億円の資金が

必要となりますが、当社としての資産が増加するほか、子会社より定期的な賃貸収入が得られると

いうメリットがあります。 
   

 
D. 当該計画実現のための資金調達方法及び利益計画について 
 資金調達の方法といたしましては、増資等による資金調達を予定しております。増資による資金

調達のほか、必要に応じて取引先の金融機関からの借入も検討しております。当社に株式会社ホン

ダニュー埼玉より新店舗による展開開始後の売上目標が以下のとおり提出されております。 
 当該目標が達成されれば、当社の連結業績としても計上されることから、業績の伸長が期待され

ます。 
 

＜参考：株式会社ホンダニュー埼玉による新店舗での営業開始後 5 年間の売上目標＞ 
                                                                 単位：百万円 

平成 20 年度 

実績（参考） 初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

398 528 554 567 634 648 
 
 
③鋳・鍛造品製造事業 

当該事業におきましては、当社の子会社であるフジキャスティング株式会社を通じて、同社が現地

法人として設立したFuji Casting Hanoi Co., Ltd.にて展開を図っておりますが、前述の「１．事業

の現状」においても記載いたしましたとおり、現地では、急激なインフレの進行による資材・原材料

の高騰、人件費の高騰と優秀な人材の確保が困難である等の様々な課題が生じていること、また、昨

今の世界的な金融不安の兆候と株式市場の低迷がもたらす国際的な実態経済への影響を考慮すると、

こうした海外事業の推進は、国内事業以上にリスクが高いと判断されることから、慎重に進めていく

必要があると考えております。今後、子会社フジキャスティングによるベトナム事業を継続していく

ためには、現段階でどのような施策を講じるべきについて、当社子会社フジキャスティング株式会社

および同社が出資設立した現地法人であるFuji Casting Hanoi Co., Ltd.の３社にて協議の上、今後
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の方針を決定していきたいと考えております。具体的には、当社平成21年3月期第２四半期業績の発

表終了後、決算の状況および今後の資金計画も含めて11月中旬を目途に3社による協議を行う予定で

あります。当該協議の結果も含めてベトナムでの事業展開に重要な進捗がありました場合は、改めて、

お知らせいたします。  

 

 

 

 

（２）資本増強による有利子負債の圧縮と事業資金・運転資金の確保 

資本の増強を実施し、財務体質を強化するとともに事業資金・運転資金を確保することが必要で

あると考えております。現時点では、資本増強の方法・日程等については未定でありますが、詳細

を決定いたしました段階で関連法規および規則に基づいて開示いたします。 
 
 
３．今後の見通し及び上場維持に向けて 

当社は引き続き上場維持に向けて安定的な収益力を確保する為に、全社員が一致協力、一丸となっ

て取り組んでまいります。 

なお、今般、本書面を東京証券取引所に提出することによりまして、時価総額10億円以上への回復の

期限が平成21年4月末までに延長されます。1日でも早く諸施策の取り組みを具体化し成果をあげてま

いります。株主、投資家の皆様のご理解とご支援を頂きながら、企業評価を高めて行くことで上場を

維持して行きたいと考えております。 

 

 

 

以 上 


