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1.  21年9月期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年9月期 12,186 △12.3 1,290 △31.4 972 △36.4 154 △72.8
20年9月期 13,897 24.4 1,881 7.8 1,530 8.9 569 △13.2

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 ％ ％ ％

21年9月期 4.27 ― 1.9 5.5 10.6
20年9月期 15.71 15.71 7.5 8.3 13.5

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  ―百万円 20年9月期  ―百万円

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

21年9月期 17,617 7,984 45.3 220.43
20年9月期 18,581 7,830 42.1 216.17

（参考） 自己資本   21年9月期  7,830百万円 20年9月期  8,003百万円

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

21年9月期 1,738 △144 △817 2,685
20年9月期 1,411 △263 △359 1,908

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年9月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
21年9月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年9月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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

6,609 12.2 699 25.8 568 43.9 245 ― 6.79

通期 13,328 9.3 1,413 9.5 1,154 18.6 454 193.8 12.55
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期 36,223,850株 20年9月期 36,223,850株
② 期末自己株式数 21年9月期  633株 20年9月期  567株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年9月期の個別業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年9月期 7 △0.2 △142 ― △154 ― △283 ―
20年9月期 7 △71.8 △180 ― △188 ― △172 ―

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

21年9月期 △7.82 ―
20年9月期 △4.77 ―

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

21年9月期 6,178 6,141 99.4 169.55
20年9月期 6,681 6,425 96.2 177.37

（参考） 自己資本 21年9月期  6,141百万円 20年9月期  6,425百万円

2.  22年9月期の個別業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在にお 
 ける仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 

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

3 0.4 △47 ― △48 ― △18 ― △0.50

通期 7 1.2 △87 ― △88 ― △46 ― △1.29
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

（当連結会計期間の経営業績）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、リーマンショック以降の米国を発端とする世界的な金融・証券市場の混乱

が実体経済にも影響を及ぼし、世界的な需要の縮小が輸出関連企業や製造業を中心に企業業績を圧迫しております。

また、雇用情勢の低迷や消費者心理の悪化等により国内の個人消費も伸び悩み、世界景気の下振れ懸念を背景に、依

然として経済全体を取り巻く環境は厳しい状況にあります。このような中にあって当社グループが立脚する中古品小

売業においては、景気の減速、地金相場の変動、円高等により高額時計、ブランドバッグ等の販売相場が影響を受け

るとともに、中小企業を中心に業態の変更、新規参入、インターネット等による中古品売買の普及及び定着が相次ぎ、

買取・販売競争が一段と激化する状況となっております。

　このような状況の下、当社は中古ブランド品のインターネットによる買取と販売を当社が行うことで、当社グルー

プとして買取先、販売先の多様化・拡大に取り組んで参りましたが、訴訟の長期化に伴い人員が割かれたこと、人材

不足に伴うインターネット事業の立ち遅れ等により、当初の目的が達成できない状況となりました。そこで、経営管

理体制の充実・強化と経営資源の効率化を図るため、当社による中古ブランド品のインターネットによる買取・販売

事業からの撤退を決断し、グループ企業価値の新たな創造を目指し、変化の著しい経営環境に迅速かつ柔軟に対応し

ていくべく、平成21年９月18日をもって持株会社体制に移行することにいたしました。これに伴い、当社単体で予定

しておりました中古ブランド品のインターネットによる買取・販売事業の売上計上はなくなりました。

  子会社株式会社大黒屋（以下「大黒屋」という。）における質屋・古物売買業につきましては、販売促進活動の拡

大、インターネット通販販路の多元化、既存の渋谷店、新宿本店のリニューアル、社員教育制度の拡充、来期に向け

て９月に銀座店を開設する等、営業施策の強化に取り組み、企業価値の向上に努めてまいりました。しかしながら、

売上高につきましては、経済環境の悪化に伴う個人消費低迷の影響等によって、前年同期比12%の減少となりました。

中古品買取仕入高につきましては、市場環境に適応すべく買取価格の見直しを実施いたしましたが、金相場、為替相

場の変動が大きかったこともあり、ブランドバッグ・宝石・貴金属等商品の買取仕入が下期は持ち直してきたものの、

上期において著しく減少し、買取仕入高は前年同期に対して23％強の減少となりました。

  以上の結果、当連結会計期間の連結売上高は12,186百万円（前年同期比12.3%減）となり、連結営業利益は1,290百

万円（前年同期比31.4%減）、連結経常利益は972百万円（前年同期比36.4%減）、連結純利益は154百万円（前年同期

比72.8%減）となりました。

 

（平成22年９月期の通期業績見通し）

　わが国経済は、世界経済の不透明感を背景にして引き続き景気の低迷が予測され、雇用情勢の悪化、個人所得の落

ち込み、消費者の購買意欲の一層の低下等が想定され、なお一層厳しい経営環境が続くものと考えられます。平成22

年９月期の当社グループの連結業績見通しにつきましては、大黒屋の既存店売上に関して、競合他社、異業種からの

新規参入を受けて厳しい価格競争が見込まれることから若干の減収を見込んでおりますが、本年９月に開店した銀座

店、全国主要都市展開の一環として今年度出店を予定しております新規店の売上が寄与すると思われ、全体としまし

ては前期比9.3%の増収を見込んでおります。多様化する顧客ニーズに適合した商品開発、積極的な販売促進活動の推

進、新らたな市場の開拓、一物多価にあって適正価格での買取による利益率確保及び経費の効率化等に取り組み、事

業の規模の拡大を図ってまいります。

　以上の結果、当期の連結売上高は13,328百万円、連結営業利益は1,413百万円、連結経常利益は1,154百万円、連結

純利益は454百万円となる見込みであります。

　なお、当社単体におきましては、大黒屋より当社に帰属した潤沢なキャッシュ・フローに基づき資金状況が大幅に

改善したことから「継続企業の前提に関する注記（単体）」の記載に関して、当社監査法人にて慎重に検討を重ねて

いただき、平成21年９月期決算より解消に至りました。

(2）財政状態に関する分析

（キャッシュ・フローの状況に関する分析）

　当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,685百万円となりました。

　当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フローについて）

　営業活動の結果得られた資金は1,738百万円（前年同期比23.1％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純利益685百万円（前年同期比54.4％減）の計上、のれん償却額560百万円、棚卸資産が698百万円減少したこと等の一

方で、法人税等の支払422百万円があったこと等によるものであります。

 

－ 3 －



（投資活動によるキャッシュ・フローについて）

　投資活動の結果使用した資金は144百万円（前年同期比45.0％減）となりました。これは主に、固定資産の取得によ

る支出130百万円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フローについて）

　財務活動の結果使用した資金は817百万円（前年同期比127.6％増）となりました。これは主に、短期借入金217百万

円の減少及び長期借入金600百万円の返済したことによるものであります。

　

　なお、キャッシュ・フローの指標は下記のとおりです。　

 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

  自己資本比率（％） 35.3 39.7 42.1 45.3

　時価ベースの自己資本比率（％） 41.4 20.8 9.36 11.1

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 997.9 711.2 530.6

　インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 3.2 3.9 5.1

（注）1.各指標については、以下のとおり算出しております。

　　　　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

　　　　※　株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

　　　　※　キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　※　有利子負債は連結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全ての負債を対象と

　　　　　　しております。

　　　　※　利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。　

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要政策の一つとして認識しております。現状は無配を継続しておりますが、

今後につきましては、業績回復に注力し、株主各位のご期待に沿うべく、全力を傾けていく所存でありますが、その

一方で企業体質の強化、及び業容の拡大に備えて内部留保を充実させることも目標としております。この内部留保に

つきましては、将来的には収益の向上を通じて株主の皆様に還元出来るものと考えております。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社（株式会社ディーワンダーランド）及び子会社１社（大黒屋）により構成され、事業としては、

中古ブランド品のインターネットによる買取・販売事業のほか、質屋・古物売買業及び不動産賃貸業を行っております。

このうち、当社が掲げておりました中古ブランド品のインターネットによる買取・販売事業につきましては、訴訟の長

期化に伴い人員を割かれたこと、人材不足に伴うインターネット事業の立ち遅れ等により、当初の目的が達成できない

状況となりましたので、この事業からの撤退を決断し、平成21年９月18日をもって当社は持株会社体制へ移行しまし

た。

（1）事業の内容

　①．質屋・古物売買業

　　　質屋営業法に基づく事業及び中古ブランド品（バッグ、時計、宝飾品）の買取と販売であり、大黒屋が行ってお

　　ります。同社の事業を支える中古ブランド品のリサイクル市場は、インターネット・オークション、フリーマーケ

　　ットの浸透で、顧客層がこだわりなく店舗に足を運ぶ環境が整ってきております。こうした環境下で、同社は、

　　「大黒屋ブランド」として店舗を展開する地域の顧客から高い認知を得ることにより、中古ブランド品の買取金

　　額、売上高においては業界トップクラスの位置づけにあります。また、中古品の取扱い比率が高いことによる収益

　　性の高さがその特徴であります。

 

　②．不動産賃貸業

　　　当社が岐阜に保有している土地、建物を第三者に賃貸しているものです。

 

（2）事業統計図

 

 

（3）関係会社の状況

　①．その他の関係会社の異動に至った経緯

　　　平成21年７月１日をもって、森電機株式会社（東証２部　コード6993、以下「森電機」という。）が、株式会社

　　サクラダ（東証１部　コード5917、以下「サクラダ」という。）より株式会社エスビーオー（以下「ＳＢＯ」とい

　　う。）を買収したことから、ＳＢＯ単独出資の匿名組合で営業者でありますオリオン・キャピタル・マネージメン

　　ト株式会社（以下「ＯＣＭ」という。）を間接保有することになったため、ＳＢＯ及び森電機が当社のその他の関
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　　係会社に該当することになりました。

　②．その他の関係会社の概要

　　ア．森電機

　　　1)商号　　　　　　　　森電機株式会社

　　　2)本店所在地　　　　　東京都港区高輪二丁目15番８号

　　　3)資本金　　　　　　　1,869百万円（平成21年６月30日現在）

　　　4)事業内容　　　　　　電機事業及び投資業

　　　5)当社との関係

　　　　ⅰ．資本関係　ＳＢＯ及びＯＣＭを通じて当社株式38.6%（平成21年９月30日現在）間接保有

　　　　ⅱ．人的関係　該当事項はありません

　　　　ⅲ．取引関係　該当事項はありません

 

　　イ．ＳＢＯ

　　　1)商号　　　　　　　　株式会社エスビーオー

　　　2)本店所在地　　　　　東京都港区高輪二丁目15番８号

　　　3)資本金　　　　　　　2,130百万円（平成21年３月31日現在）

　　　4)事業内容　　　　　　投資業及び有価証券投資

　　　5)当社との関係

　　　　ⅰ．資本関係　ＯＣＭを通じて当社株式38.6%（平成21年９月30日現在）間接保有

　　　　ⅱ．人的関係　該当事項はありません

　　　　ⅲ．取引関係　該当事項はありません
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、中古ブランド品のインターネットによる買取と販売を当社が行うことで、当社グループとして買取先、販

売先の多様化・拡大に取り組んでまいりましたが、訴訟の長期化に伴い人員が割かれたこと、人材不足に伴うインター

ネット事業の立ち遅れ等により当初の目的が達成できない状況となりましたので、経営管理体制の充実・強化と経営

資源の効率化を図るため、当社による中古ブランド品のインターネットによる買取・販売事業からの撤退を決断し、

またグループ企業価値の新たな創造を目指し、変化の著しい経営環境に迅速かつ柔軟に対応していくべく、平成21年

９月18日をもって持株会社体制に移行することといたしました。持株会社体制への移行に伴い以下の基本方針を掲げ、

更なる収益機会の実現に向けて推進してまいります。

【基本方針】

　①グループ経営機能の強化

　　グループ経営管理機能と業務執行機能を分離することにより、グループ会社の事業活動の統制・監理及び経営機

　能を充実・強化し、グループの経営資源の適切かつ効率的な配分を図ってまいります。

　②意思決定機能の迅速化

　　持株会社が、グループ戦略の立案・推進とグループ事業会社の経営監督機能に集中して遂行する一方で、事業部

　門の業務執行については、事業会社が機動的に執行することにより、グループ経営における意思決定の迅速化を図

　ります。

　③機動的な企業再編・組織再編の推進

　　当社における投資事業活動は既存事業として継続いたしますが、当社グループでの収益バランスを再構築し、資

　産効率と財務の健全性を図ることにより、高い収益性と成長性を実現していくためには、実業部門の拡大・成長が

　不可欠と考えております。一方で持株会社体制を構築することにより、更に柔軟・積極的かつ有機的な企業再編を

　推進してまいります。また、環境変化に対応するため、グループ内の事業再編、組織再編についても柔軟かつ迅速

　に行えるようになるものと考えております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、平成21年９月18日をもって持株会社体制に移行いたしましたが、当社における今後の投資事業活動戦略、

グループとしての今後の事業戦略を確定したうえで、実態に適うような目標とする経営指標を設定する予定でありま

す。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、持株会社体制への移行に伴い、グループ会社の事業活動の統制・管理及び経営機能を充実・強化し、グルー

プの経営資源の効率的な配分を図ってまいります。また、当社グループの高い収益性と成長性を実現していくために、

積極的な投資事業活動を中長期的に推進してまいります。子会社の大黒屋におきましては、既存店販売の活性化を図

るために年間２店舗程度の改装を行います。さらに、全国の主要都市を中心に年間２店舗程度の出店を行うとともに

新たな市場開拓に取り組み、リーディングカンパニーとしての地位の確立に邁進してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループが、企業価値の拡大、成長を図るうえで対処すべき課題は以下のとおりです。

　①人材の育成・確保

　　接客サービスの向上、専門知識を持った中古品のバイヤーの育成、マネージメントのできる人材の育成が急務の

　課題であり、教育システムの再構築、本部ディーリング部門の強化、買取支援システムの開発、自己啓発の促進を

　図ります。

　②商品・市場の開発

　　基本的な経営戦略であるローコストマネジメントを今後とも推進するなかで、顧客年代層、消費者の価値観の多

　様化に適合した商品の開発、デパートなど新たな市場の開発等積極的な販売促進活動を推進いたします。

　③内部管理体制の強化

　　持株会社体制への移行に伴い、グループ会社の統制・管理及び経営機能の充実・強化を図り、また子会社の大黒

　屋においては、適時開示体制の確立、各種規定の拡充・整備と運用の強化、コンプライアンスの遵守等、健全で透

　明性の高い企業活動を遂行するために内部管理体制の確立・強化を進めます。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。　
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,909,070 2,685,606

売掛金 195,636 189,443

たな卸資産 3,059,793 2,361,343

繰延税金資産 594,469 277,776

営業貸付金 1,664,145 1,502,846

その他 58,939 57,970

貸倒引当金 △6,578 △6,583

流動資産合計 7,475,475 7,068,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 315,114 318,915

土地 329,581 338,169

その他（純額） 128,821 94,961

有形固定資産合計 773,517 752,046

無形固定資産   

のれん 9,805,770 9,245,440

その他 26,542 46,918

無形固定資産合計 9,832,312 9,292,358

投資その他の資産   

投資有価証券 36,817 32,206

繰延税金資産 24,834 20,716

その他 441,082 453,984

貸倒引当金 △2,440 △2,640

投資その他の資産合計 500,294 504,268

固定資産合計 11,106,124 10,548,674

資産合計 18,581,600 17,617,078

負債の部   

流動負債   

短期借入金 241,000 24,000

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 270,593 57,605

賞与引当金 59,807 68,440

ポイントカード引当金 151,486 145,010

その他 137,293 96,201

流動負債合計 1,460,181 991,257

固定負債   

長期借入金 9,200,000 8,600,000

退職給付引当金 26,893 24,498
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

その他 64,100 16,600

固定負債合計 9,290,993 8,641,098

負債合計 10,751,174 9,632,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 2,133,292 2,133,292

利益剰余金 1,697,737 1,852,510

自己株式 △603 △605

株主資本合計 7,830,426 7,985,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △475

評価・換算差額等合計 － △475

純資産合計 7,830,426 7,984,722

負債純資産合計 18,581,600 17,617,078
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 13,897,495 12,186,626

売上原価 9,173,757 8,102,620

売上総利益 4,723,737 4,084,005

販売費及び一般管理費 2,842,700 2,793,935

営業利益 1,881,037 1,290,070

営業外収益   

受取利息 1,784 1,189

受取配当金 795 680

受取保険金 7,620 16,631

その他 14,277 12,479

営業外収益合計 24,477 30,980

営業外費用   

支払利息 353,373 337,123

その他 21,757 10,996

営業外費用合計 375,130 348,120

経常利益 1,530,384 972,930

特別利益   

固定資産売却益 2,044 178

ポイントカード引当金戻入益 19,346 6,476

新株予約権戻入益 10,476 －

その他 498 317

特別利益合計 32,365 6,971

特別損失   

固定資産除却損 10,470 5,741

減損損失 1,376 －

投資有価証券評価損 43,691 3,805

訴訟損失 － 284,400

その他 4,387 －

特別損失合計 59,925 293,946

税金等調整前当期純利益 1,502,823 685,955

法人税、住民税及び事業税 344,045 209,414

法人税等調整額 589,546 321,767

法人税等合計 933,591 531,182

当期純利益 569,232 154,773
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,000,000 4,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,000,000 4,000,000

資本剰余金   

前期末残高 2,133,292 2,133,292

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,133,292 2,133,292

利益剰余金   

前期末残高 1,128,505 1,697,737

当期変動額   

当期純利益 569,232 154,773

当期変動額合計 569,232 154,773

当期末残高 1,697,737 1,852,510

自己株式   

前期末残高 △603 △603

当期変動額   

自己株式の取得  △2

当期変動額合計 － △2

当期末残高 △603 △605

株主資本合計   

前期末残高 7,261,193 7,830,426

当期変動額   

当期純利益 569,232 154,773

自己株式の取得  △2

当期変動額合計 569,232 154,771

当期末残高 7,830,426 7,985,197
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △12,738 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,738 △475

当期変動額合計 12,738 △475

当期末残高 － △475

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △475

当期変動額合計 － △475

当期末残高 － △475

新株予約権   

前期末残高 10,476 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,476 －

当期変動額合計 △10,476 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 7,258,930 7,830,426

当期変動額   

当期純利益 569,232 154,773

自己株式の取得  △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,263 △475

当期変動額合計 571,495 154,296

当期末残高 7,830,426 7,984,722

- 12 -



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,502,823 685,955

減価償却費 118,817 126,751

減損損失 1,376 －

のれん償却額 560,329 560,329

新株予約権戻入益 △10,476 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,036 205

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,031 8,633

ポイントカード引当金の増加又は減少額（△） △19,346 △6,476

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,965 △2,394

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,753 －

受取利息及び受取配当金 △2,579 △1,870

支払利息 353,373 337,123

固定資産売却損益（△は益） △2,044 △178

固定資産除却損 10,470 5,741

投資有価証券評価損益（△は益） 43,691 3,805

売上債権の増減額（△は増加） △116,765 167,491

たな卸資産の増減額（△は増加） △455,275 698,449

未払金の増減額（△は減少） 20,338 △27,318

その他 △10,551 △57,827

小計 2,018,463 2,498,422

利息及び配当金の受取額 2,579 1,870

利息の支払額 △358,715 △339,612

法人税等の支払額 △250,429 △422,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,411,899 1,738,369

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △173,601 △130,814

固定資産の売却による収入 4,095 495

投資有価証券の取得による支出 △12 △13

差入保証金の差入による支出 △102,747 －

その他 9,082 △14,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △263,183 △144,732

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 241,000 △217,000

長期借入金の返済による支出 △600,000 △600,000

自己株式の取得による支出  △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △359,000 △817,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 789,715 776,634

現金及び現金同等物の期首残高 1,119,256 1,908,972

現金及び現金同等物の期末残高 1,908,972 2,685,606
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　１社

 連結子会社の名称

　　株式会社大黒屋　　

同左

 

２．持分法の適用に関する事

項

　関連会社がないため、持分法は適用して

おりません。

同左

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連結決算日と一致

しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ①有価証券

　その他有価証券

　時価のあるもの

　　連結会計年度末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）によっておりま

　　す。

　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。

　②たな卸資産

　　商品

　　　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。

　　貯蔵品

　　　最終仕入原価法による原価法によ

　　　っております。

　①有価証券

　その他有価証券

　時価のあるもの

　　　　　　　　同左

　　　

 

 

 

　時価のないもの

　　　　　　　　同左　　

　

　②たな卸資産

　　商品　　　　　　　　

　　　　　　　　同左

 

　　貯蔵品

　　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

４．会計処理基準に関する事

項

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

 

①有形固定資産

　定率法によっております。

　　ただし、建物（建物附属設備を除

　く）については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～47年

　　車両運搬具　　　３年～６年

　　工具器具備品　　３年～20年

 

 （追加情報）

 　当社及び国内連結子会社は、法人税法改

 正に伴い平成19年３月31日以前に取得した

 資産については、改正前の法人税法に基づ

 く減価償却の方法の適用により取得価額の

 ５％に到達した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、減価償却に

 含めて計上しております。

 これにより、従来の方法によった場合と比

 べ損益に与える影響は軽微であります。

 

 ②無形固定資産

 　自社利用のソフトウェアについては、

 社内における利用可能期間（５年）による

 定額法により償却しております。

 

 

①有形固定資産

　定率法によっております。

　　ただし、建物（建物附属設備を除　

　く）については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～47年

　　車両運搬具　　　３年～６年

　　工具器具備品　　３年～20年

 

 

 

 ②無形固定資産

　　　　　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

４．会計処理基準に関する事

項

(3）重要な引当金の計上基

準

 

 

①貸倒引当金

 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

 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。

 ②賞与引当金

 　従業員に支給する賞与に充てるため、将

 来の支給見込額のうち、当連結会計年度末

 の負担額を計上しております。

 ③ポイントカード引当金

 　販売促進を目的とするポイントカード制

 度に基づき、顧客へ付与したポイントの利

 用に備えるため、当連結会計年度末におい

 て将来利用されると見込まれる額を計上し

 ております。

 ④退職給付引当金

 　当社では、従業員の退職給付に備えるた

 め、当連結会計年度末における退職給付債

 務の見込額に基づき、当連結会計年度末に

 おいて発生していると認められる額を計上

 しております。なお、連結子会社は、当連

 結会計年度末における退職給付債務及び年

 金資産の見込額に基づき、当連結会計年度

 末において発生していると認められる額を

 計上しております。

 

 

 

①貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 ②賞与引当金

同左

 

 

 ③ポイントカード引当金

同左

 

 

 

 

 ④退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

４．会計処理基準に関する事

項

(4）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 

 

①消費税等の会計処理

　税抜方式によっております

②質屋業における収益計上時期について

　売上高には質屋業における質料が含まれ

ております。質料は営業貸付金に対する利

息と質物（担保物）に関する保管料を合わ

せた性格を有するものであります。この質

料は後払いで入金されますが、質料を支

払って契約を継続するか流質させる（質物

を放棄し、債務の弁済に充てる）かについ

ては、顧客に選択肢があるため、質料は入

金時点で認識し、売上計上しております。

 

 

①消費税等の会計処理

　　　　　　　　同左　　

②質屋業における収益計上時期について

　　　　　　　　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につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、20年間の均等

償却を行っております。

同左

７．連結納税制度　 　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。　

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

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

　該当事項はありません。

 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

（連結貸借対照表）

１．前連結会計年度において、「建物」、「構築物」と

　　して掲記されていたものは、当連結会計年度から

　　「建物及び構築物」と表示しております。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「保証

　　金」（当連結会計年度末の残高は406,321千円）は、

　　資産の総額の100分の5以下であるため、投資その他

　　の資産の「その他」に含めて表示することにしまし

　　た。

───────
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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20年９月30日）

当連結会計年度
（平成21年９月30日）

※１．担保提供資産及び担保付債務

担保資産は、借入のために以下の質権、抵当権及び

譲渡担保を設定しております。

担保提供資産 対象債務

預金 質権 946,488千円 

1年以内返済

の長期借入金
600,000千円

売掛金 譲渡担保 195,636千円 

営業貸

付金 
譲渡担保 1,664,145千円 

たな卸

資産 
譲渡担保 3,056,125千円 

長期借入金 9,200,000千円
建物 抵当権 79,880千円

土地 抵当権 281,295千円 

 

※１．担保提供資産及び担保付債務

担保資産は、借入のために以下の質権、抵当権及び

譲渡担保を設定しております。

担保提供資産 対象債務

預金 質権  1,358,899千円 

1年以内返済

の長期借入金
600,000千円

売掛金 譲渡担保 189,442千円 

営業貸

付金 
譲渡担保 1,502,846千円 

たな卸

資産 
譲渡担保 2,361,343千円 

長期借入金 8,600,000千円
建物 抵当権 291,125千円

土地 抵当権 294,141千円 

 

　上記以外に商標権の質権設定をしております。

　なお、関係会社株式（取得価額5,505,100千円）

につきましては質権が設定されておりますが、連結

子会社の株式のため連結貸借対照表では相殺消去さ

れております。

 

　上記以外に商標権の質権設定をしております。

　なお、関係会社株式（取得価額5,505,100千円）

につきましては質権が設定されておりますが、連結

子会社の株式のため連結貸借対照表では相殺消去さ

れております。

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　   482,818千円

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　   556,466千円
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前連結会計年度
（平成20年９月30日）

当連結会計年度
（平成21年９月30日）

※３．財務制限条項

　借入金のうち、長期借入金9,800,000千円（うち１

年以内返済額600,000千円）について株式会社大黒屋

（以下本件借入人）に強制期限前弁済、財務制限条項、

資産制限条項がついており、これらに抵触した場合、

融資契約上の全ての債務について期限の利益を失いま

す。

（1）強制期限前弁済

　次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、

当該各号に定める金額にて個別貸付の期限前弁済を

行うことを要する。但し、全貸付人の書面による事

前の承認を得た場合及び本件借入人の新店舗出店そ

の他これに類する事業拡大のための合理的に必要と

なる金額の資金調達を行う場合を除く。

①　本件借入人が、募集株式の発行、募集新株予約

権の発行、新株予約権付社債の発行、自己株式

の処分その他エクイティ・ファイナンスによる

資金調達を行った場合：

　当該資金調達（但し、当該資金調達に係る諸

経費、公租公課を控除後）の100％相当額

②　本件借入人が、借入れ、社債の発行その他デッ

ド・ファイナンスによる資金調達を行った場

合：

　当該資金調達額（当該資金調達に係る諸経費、

公租公課を控除後）の100％相当額

③　本件借入人が、その所有する簿価1億円以上の

資産を第三者に売却した場合：

　資産売却代り金（不動産証券化・流動化の代

り金を含む。但し、当該売却に生ずる諸経費及

び公租公課等を控除後）の100％相当額

④　本件借入人において余剰キャッュ・フローが生

じた場合：

　　　当該キャッシッ・フローの50％相当額

⑤　本件借入人が、本件担保権の対象たる不動産に

付保された保険契約に係る保険金を受領した場

合：

　　　当該保険金額の100％相当額

⑥　本件借入人が、本件株式売買契約に基づく損害

賠償請求により損害賠償金を受領した場合：

　　　当該損害賠償金の100％相当額

（2）資産制限条項

　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承諾

がない限り、事業又は重要な資産の全部又は一部の

譲渡、本件担保権以外の担保設定その他一切の処分

を行ってはならない。

※３．財務制限条項

　借入金のうち、長期借入金9,200,000千円（うち１

年以内返済額600,000千円）について株式会社大黒屋

（以下本件借入人）に強制期限前弁済、財務制限条項、

資産制限条項がついており、これらに抵触した場合、

融資契約上の全ての債務について期限の利益を失いま

す。

（1）強制期限前弁済

　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

 

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

　　　

 

 

（2）資産制限条項 

　　　　　　　　　 同左 
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前連結会計年度
（平成20年９月30日）

当連結会計年度
（平成21年９月30日）

（3）財務制限条項

①　本件借入人は、財務コベナンツ計算書に定める

各算式により算出される以下の財務指標値を維

持するものとする。

（イ）貸借対照表に基づく自己資本比率：

（a）平成19年3月期　　　：25％以上

（b）平成20年3月期以降　：30％以上

（ロ）貸借対照表上の純資産の部の合計額：

　　　　　　　　　　　　　 50億円以上

（ハ）貸借対照表上に基づく流動比率：

　　　 　　　　　　　　　 　300％以上

（ニ）財務諸表に基づくレバレッジ倍率

（a）平成19年3月期：7.00倍以下

（b）平成20年3月期：5.00倍以下

（c）平成21年3月期：4.00倍以下

（d）平成22年3月期：3.75倍以下

（e）平成23年3月期：3.50倍以下

（ホ）DSCR：1.30以上

（へ）インタレスト・カバレッジ倍率：

　　　 　　　　　　　　　 　3.0倍以上

②　本件借入人は、多数貸付人が承認したもの以外

の一事業年度あたり10億円を超える設備投資を

行ってはならない。

③　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承

諾がない限り、募集株式の発行、募集新株予約

権付社債の発行、その他エクイティ・ファイナ

ンスによる資金調達（但し、本件借入人の新店

舗出店その他これに類する事業拡大のために合

理的に必要とされる金額の資金調達を行う場合

を除く。）を行ってはならない。

④　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承

諾がない限り、借入れ、社債の発行その他デッ

ド・ファイナンスによる資金調達を行ってはな

らない。

⑤　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承

諾がない限り、本ローン関連契約に基づく保証

債務以外の、第三者に対する保証債務の負担を

行ってはならない。

⑥　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承

諾がない限り、一事業年度あたりの累計支払額

が２億円を越えることとなるリース契約及びオ

フバランス取引に係る契約の締結及び履行を

行ってはならない。

（3）財務制限条項

　　　　　　　　　同左
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前連結会計年度
（平成20年９月30日）

当連結会計年度
（平成21年９月30日）

⑦　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承

諾がない限り、手形、小切手その他のこれらに

類する有価証券、証書又は書類の発行を行って

はならない。

⑧　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承

諾がない限り、資本減少、準備金の減少、株式

分割、株式併合、合併（予定されている合併を

除く）、株式交換又は株式移転を行ってはなら

ない。

 

　　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４．たな卸資産の内容

　たな卸資産の内容は次のとおりであります。

　商　品　　　　　　　　　　　　　3,056,125千円

　貯蔵品　　　　　　　　　　　　　    3,667千円

　合　計　　　　　　　　　　　　　3,059,793千円

 

 

※４．たな卸資産の内容

　たな卸資産の内容は次のとおりであります。

　商　品　　　　　　　　　　　　　2,358,047千円

　貯蔵品　　　　　　　　　　　　　    3,296千円

　合　計　　　　　　　　　　　　　2,361,343千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

※１．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。

※１．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。

給料手当       583,643千円 

地代家賃       429,721千円 

支払手数料       329,897千円 

のれん償却       560,329千円 

貸倒引当金繰入    2,036千円 

給料手当       603,770千円 

地代家賃       475,832千円 

支払手数料       270,076千円 

のれん償却       560,329千円 

貸倒引当金繰入      205千円 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりです。

車両  2,044千円 

計      2,044千円 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりです。

車両      178千円 

計        178千円 

 ※３．当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

　　　いて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

本社 共用資産 建物附属設備

 ※３．　　　　　　　───────

 （資産グルーピングの方法）

　当社グループは、不動産賃貸業、ソフト関連事業につい

ては事業別に、また質屋・古物販売業については各店舗ご

とに区分し、及びそれらの共用資産を区分しております。

 （減損損失の認識に至った経緯）

　これらの資産グループのうち、本社共用資産については、

継続的な営業損益の悪化により、減損損失を認識しており

ます。 

 （減損損失の金額）

　減損損失の内訳は、本社共用資産1,376千円（建物附属

設備1,376千円）であります。

 （回収可能価額の算定方法）

　資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測

定しております。 対象となった資産は、建物附属設備で

あり、正味売却価額をゼロとして評価しております。
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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19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
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 36,223,850 － － 36,223,850

合計 36,223,850 － － 36,223,850

自己株式

普通株式 567 － － 567

合計 567 － － 567

 　　　２． 配当に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。

 

 　　　３． 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）
第２回新株予約権 普通株式 2,619,000 － 2,619,000 － －

合計 － 2,619,000 － 2,619,000 － －

 （注）上表の新株予約権は、平成19年10月31日に権利行使期間が終了しました。
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　当連結会計年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
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 36,223,850 － － 36,223,850

合計 36,223,850 － － 36,223,850

自己株式

普通株式 567 66 － 633

合計 567 66 － 633

　　　２． 配当に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。

 

　　　３． 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。

（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19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30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

 　　（平成20年９月30日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と、連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

 　　（平成21年９月30日現在）

現金及び預金残高

別段預金

1,909,070千円

△98千円

現金及び現金同等物 1,908,972千円

 

現金及び預金残高

別段預金

2,685,606千円

　 0千円

現金及び現金同等物 2,685,606千円

 

 　　  　　

（リース取引関係）

　　　　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

(1）その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度（平成20年９月30日） 当連結会計年度（平成21年９月30日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）
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 － － － － － －

②債券 － － － － － －

③その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

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 31,317 31,317 － 26,706 26,706 －

②債券 － － － － － －

③その他 － － － － － －

小計 31,317 31,317 － 26,706 26,706 －

合計 31,317 31,317 － 26,706 26,706 －

（注）有価証券の時価評価額が、取得原価と比べて30％以上下落した場合には、回復可能性が認められる合理的な反証が

　　　ない限り減損処理を行うことを社内基準により規定しております。

 

(2）時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成20年９月30日） 当連結会計年度（平成21年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式
5,500 5,500

　計 5,500 5,500

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりま

せんので、該当事項はありません。

　同左
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（平成20年９月30日）

当連結会計年度
（平成21年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度と適格退職年金制度

を採用しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度と適格退職年金制度

を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

(1)退職給付債務      59,080千円

(2)年金資産      32,187千円

退職給付引当金      26,893千円

(1)退職給付債務      61,435千円

(2)年金資産      36,937千円

退職給付引当金      24,498千円

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用      27,738千円

退職給付費用      27,738千円

(1）勤務費用      5,760千円

退職給付費用      5,760千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社グループは、簡便法を採用しておりますので、基

礎率等については該当事項はありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社グループは、簡便法を採用しておりますので、基

礎率等については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19年10月１日　至　平成20年９月30日）　

 １．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15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の取締役及従業員　　 １名 当社の取締役及び従業員　　３名

ストック・オプション数 普通株式　　　　　   90,000株 普通株式　　　　　　 110,000株

付与日 平成15年12月19日 平成17年７月19日

権利確定条件
 付与日以降、権利確定日（平成16年1月

18日）まで継続して勤務していること
定めておりません。 

対象勤務期間
　　自　平成15年12月19日

　　至　平成16年１月18日
定めておりません。 

権利行使期間
　　自　平成16年１月19日

 　　至　平成20年１月18日

 　　自　平成17年７月19日

　　　至　平成21年１月21日

 （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15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 90,000 110,000

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 90,000 －

未行使残 － 110,000

 　②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 420 294

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20年10月１日　至　平成21年９月30日）　

 　 該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年９月30日）

当連結会計年度
（平成21年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

繰越欠損金    639,643千円

建物       28,660千円

土地       39,553千円

ポイントカード引当金       63,624千円

賞与引当金       25,119千円

未払事業税       68,652千円

その他       30,210千円

繰延税金資産小計    895,462千円

評価性引当額 　 △248,130千円

繰延税金資産合計     647,332千円

繰延税金負債

土地 　  △26,869千円

その他 　   △1,159千円

繰延税金負債合計     △28,028千円

繰延税金資産の純額      619,303千円

繰越欠損金    248,471千円

建物        3,647千円

土地      39,553千円

ポイントカード引当金       60,904千円

賞与引当金       28,745千円

未払事業税       14,700千円

その他       29,494千円

繰延税金資産小計    425,514千円

評価性引当額 　 △123,571千円

繰延税金資産合計     301,943千円

繰延税金負債

土地 　  　    0千円

その他      △3,451千円

繰延税金負債合計    　△3,451千円

繰延税金資産の純額      298,492千円

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となっ

た主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7　

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

0.1　

住民税均等割額 0.1　

のれん償却額 15.1　

評価性引当額の増減額 6.0　

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
62.1  

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となっ

た主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7　

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

0.1　

住民税均等割額 0.3　

のれん償却額 33.2　

評価性引当額の増減額 3.1　

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
77.4　
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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19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 

ＩＴソ
リュー
ション事
業
（千円）

質屋、古物
販売業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利

益
       

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
－ 13,889,683 7,292 519 13,897,495 － 13,897,495

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 － 13,889,683 7,292 519 13,897,495 － 13,897,495

営業費用 － 11,826,711 1,419 － 11,828,130 188,327 12,016,458

営業利益（又は営

業損失）
－ 2,062,972 5,872 519 2,069,364 (188,327) 1,881,037

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本

的支出

       

資産 － 17,864,761 49,278 － 17,914,040 667,559 18,581,600

減価償却費 － 679,665 482 － 679,147 － 679,147

減損損失 － － 1,376 － 1,376 － 1,376

資本的支出 － 169,681 1,395 － 171,076 － 171,076

　（注）１．事業の区分方法

 　　　　　事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　２．各区分に属する主な製品・事業内容等

事業区分 主要製品・事業内容等

　ＩＴソリューション事業 　受託システム開発事業 

 　質屋・古物販売業

　中古ブランドの買取及び商品販売、質屋営業法に基づく

　

　事業 

　不動産賃貸業 　商業ビル・駐車場管理業 

　その他の事業 　ゲームソフトロイヤリティの受取り 

　　　　３．営業費用のうち配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めた金額は、188,327千円であり、そ

　　　　　　の主なものは当社及び株式会社大黒屋の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産（667,559千円）の主なものは、繰延税金資産であ

　　ります。 
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当連結会計年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

 

ＩＴソ
リュー
ション事
業
（千円）

質屋、古物
販売業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利

益
       

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
－ 12,179,096 7,280 249 12,186,626 － 12,186,626

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 － 12,179,096 7,280 249 12,186,626 － 12,186,626

営業費用 － 10,746,318 1,240 － 10,747,558 149,000 10,896,558

営業利益（又は営

業損失）
－ 1,432,778 6,040 249 1,439,068 (149,000) 1,290,068

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本

的支出

       

資産 － 16,906,980 48,929 － 16,955,909 661,168 17,617,078

減価償却費 － 685,941 110 － 686,051 － 686,051

減損損失 － － － － － － －

資本的支出 － 130,814 － － 130,814 － 130,814

　（注）１．事業の区分方法

 　　　　　事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　２．各区分に属する主な製品・事業内容等

事業区分 主要製品・事業内容等

　ＩＴソリューション事業 　受託システム開発事業 

 　質屋・古物販売業

　中古ブランドの買取及び商品販売、質屋営業法に基づく

　

　事業 

　不動産賃貸業 　商業ビル・駐車場管理業 

　その他の事業 　ゲームソフトロイヤリティの受取り 

　　　　３．営業費用のうち配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めた金額は、149,000千円であり、そ

　　　　　　の主なものは当社及び株式会社大黒屋の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産（661,168千円）の主なものは、繰延税金資産であ

　　ります。 
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成20年10月１

日　至　平成21年９月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成20年10月１

日　至　平成21年９月30日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　　　　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容または
職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

法人主要

株主

オリオ

ン・キャ

ピタル・

マネージ

メント㈱

東京都

港区
10,000

投資業、

有価証券

の投資お

よび売買

　

38.6 1 －
資金の借入 241,000 短期借入金 241,000

支払利息 6,080 未払費用 2,079

　（注）１．上記取引金額及び期末残高には消費税は含まれておりません。

　　　　２．取引条件および取引条件の決定方針等

　　　　　　市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

 

当連結会計年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

　　　　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（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
（人）

事業上
の関係

その他の関

係会社　
森電機㈱

東京都港

区　
1,869

電機事業

及び投資

業　

(38.6) 0 － － － －　 －

その他の関

係会社　

㈱エス

ビーオー

　

東京都港

区　
2,130

投資業及

び有価証

券投資　

(38.6) 0 －　 －　 － －　 －

その他の関

係会社　

オリオ

ン・キャ

ピタル・

マネージ

メント㈱

　

東京都港

区　
10

投資業、

有価証券

の投資及

び売買　

38.6 0 －　 資金の借入　 24
短期借入

金　
24

        支払利息 11 未払費用 0

　（注）１．上記取引金額及び期末残高には消費税は含まれておりません。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

３．議決権等の所有割合の（）内は、間接被保有割合で内数であります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり純資産額  　  216円17銭

１株当たり当期純利益金額 　  15円71銭

 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額      15円71銭

１株当たり純資産額  　  220円43銭

１株当たり当期純利益金額 　   4円27銭

 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額       　－

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

　　　ます。

 
前連結会計年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

1株当たり当期純利益   

　当期純利益（千円） 569,232 154,773

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 569,232 154,773

　期中平均株式数（株） 36,223,283 36,223,283

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 14,715 －

　（うち新株予約権）（株） 　（14,715） （－）　

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

－ －

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

－ 32 －



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,153 316,231

売掛金（純額） － 1

前払費用 3,703 3,029

繰延税金資産 430,341 167,092

未収入金 639,554 120,989

未収消費税 － 4,120

その他 5,593 －

流動資産合計 1,113,346 611,465

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,890 4,651

構築物（純額） 63 63

工具、器具及び備品（純額） 297 187

土地 44,027 44,027

有形固定資産合計 49,278 48,929

投資その他の資産   

投資有価証券 5,500 5,500

関係会社株式 5,505,100 5,505,100

長期前払費用 1,120 329

繰延税金資産 4,388 4,054

その他 3,164 3,164

投資その他の資産合計 5,519,273 5,518,149

固定資産合計 5,568,552 5,567,079

資産合計 6,681,899 6,178,544

負債の部   

流動負債   

短期借入金 241,000 24,000

未払金 3,962 3,930

未払費用 2,581 291

未払法人税等 1,311 605

預り金 1,449 2,692

その他 57 8

流動負債合計 250,362 31,527

固定負債   

退職給付引当金 2,859 1,640

預り保証金 3,600 3,600

固定負債合計 6,459 5,240

負債合計 256,821 36,767
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金   

資本準備金 1,000,000 1,000,000

その他資本剰余金 1,133,292 1,133,292

資本剰余金合計 2,133,292 2,133,292

利益剰余金   

利益準備金 24,900 24,900

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 267,488 △15,810

利益剰余金合計 292,388 9,090

自己株式 △603 △605

株主資本合計 6,425,077 6,141,776

純資産合計 6,425,077 6,141,776

負債純資産合計 6,681,899 6,178,544
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

不動産賃貸収入 7,292 7,280

その他 519 249

売上高合計 7,811 7,529

売上原価   

不動産賃貸原価 1,190 1,130

売上原価合計 1,190 1,130

売上総利益 6,621 6,399

販売費及び一般管理費   

役員報酬 28,509 32,933

給料及び手当 33,124 17,290

福利厚生費 － 1,630

租税公課 3,638 1,775

退職給付費用 1,106 2,092

支払手数料 78,064 61,729

業務委託料 7,742 3,854

旅費及び交通費 3,392 2,526

減価償却費 228 109

賃借料 17,429 2,178

その他 13,629 22,986

販売費及び一般管理費合計 186,867 149,106

営業損失（△） △180,245 △142,707

営業外収益   

受取利息 18 21

受取配当金 102 －

その他 908 398

営業外収益合計 1,029 419

営業外費用   

支払利息 8,813 11,895

その他 472 4

営業外費用合計 9,285 11,900

経常損失（△） △188,502 △154,188

特別利益   

新株予約権戻入益 10,476 －

特別利益合計 10,476 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

減損損失 1,376 －

事務所移転費用 4,387 －

訴訟損失 － 284,400

その他 104 －

特別損失合計 5,867 284,400

税引前当期純損失（△） △183,894 △438,588

法人税、住民税及び事業税 △637,730 △419,486

法人税等調整額 626,575 264,197

法人税等合計 △11,154 △155,289

当期純損失（△） △172,739 △283,298
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,000,000 4,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,000,000 4,000,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

その他資本剰余金   

前期末残高 1,133,292 1,133,292

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,133,292 1,133,292

資本剰余金合計   

前期末残高 2,133,292 2,133,292

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,133,292 2,133,292

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 24,900 24,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,900 24,900

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 440,228 267,488

当期変動額   

当期純損失（△） △172,739 △283,298

当期変動額合計 △172,739 △283,298

当期末残高 267,488 △15,810

利益剰余金合計   

前期末残高 465,128 292,388

当期変動額   

当期純損失（△） △172,739 △283,298

当期変動額合計 △172,739 △283,298
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当期末残高 292,388 9,090

自己株式   

前期末残高 △603 △603

当期変動額   

自己株式の取得  △2

当期変動額合計 － △2

当期末残高 △603 △605

株主資本合計   

前期末残高 6,597,816 6,425,077

当期変動額   

当期純損失（△） △172,739 △283,298

自己株式の取得  △2

当期変動額合計 △172,739 △283,300

当期末残高 6,425,077 6,141,776

新株予約権   

前期末残高 10,476 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,476 －

当期変動額合計 △10,476 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 6,608,292 6,425,077

当期変動額   

当期純損失（△） △172,739 △283,298

自己株式の取得  △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,476 －

当期変動額合計 △183,215 △283,300

当期末残高 6,425,077 6,141,776

―　38　－



継続企業の前提に関する注記

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当社は、平成13年９月期以降継続的に営業損失を計上

し、当事業年度においては180,245千円の営業損失を計上

しております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

　　当社は、当該状況を解消すべく、ITソリューションに

関するサービス全般を事業の柱として事業拡大に取り組

んでまいります。さらに、当社の所有しているインター

ネットのノウハウを活用して、子会社である株式会社大

黒屋の中古ブランド品のウェブ販売を強化します。

　

 （当社の経営計画の概要）

決算期
平成21年度

上期(百万円)

平成21年度

下期(百万円)

平成21年

9月期(百万円)

　売上高 76 149 226

　経常利益 △70 △77 △148

　当期利益 △66 △73 △139

　　なお、翌事業年度以降は、子会社の潤沢なキャッシ

　ュ・フローにより、連結営業キャッシュ・フローがプラ

　スであり、今後も継続的に資金繰りの面では問題ありま

　せん。

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。

該当事項はありません。　
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 　　　　

子会社株式

移動平均法による原価法

 

子会社株式

　　　　　　同左

　その他有価証券

時価のあるもの

 　　　　　　───────

　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．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、建物（建物附属設備

を除く）については定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

 

建物　　　　８年～34年　

構築物　　　20年

工具器具備品４年～６年　

 

 

 

(追加情報）

　　当社は、法人税法改正に伴い、平成19

　年３月31日以前に取得した資産について

　は、改正前の法人税法に基づく減価償却

　の方法の適用により取得価額の５％に到

　達した事業年度の翌事業年度より、取得

　価額の５％相当額と備忘価額との差額を

　５年間にわたり均等償却し、減価償却に

　含めて計上しております。

　　これにより、従来の方法によった場合

　と比べ損益に与える影響は軽微でありま

　す。

  

　　

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（３年～５

年）による定額法により償却しておりま

す。　

 (2）無形固定資産

同左

 

 

 

 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

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）退職給付引当金　

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき、計上しております。　

(2）退職給付引当金　

同左　

４．連結納税の適用　 連結納税制度を適用しております。　

 

同左　

 

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項　

(1）消費税等の会計処理

　消費税の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

(1）消費税等の会計処理　

同左　
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

 （貸借対照表関係）

前期まで区分掲記しておりました「未収消費税」（当

期末残高5,593千円）は、資産の合計額の100分の1以下で

あるため、流動資産の「その他」に含めて表示すること

にしました。

　前期まで区分掲記しておりました「保証金」（当期末

残高3,164千円）は、資産の合計額の100分の1以下である

ため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示する

ことにしました。

 （貸借対照表関係）

該当事項はありません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年９月30日）

当事業年度
（平成21年９月30日）

 ※１．担保提供資産及び担保付債務  ※１．担保提供資産及び担保付債務

 　連結子会社である株式会社大黒屋に対する関係会社株式

　5,505,100千円について、同連結子会社の総額9,800,000

　千円の金融機関からの借入金に対する質権が設定されて

　おります。

 　連結子会社である株式会社大黒屋に対する関係会社株式

　5,505,100千円について、同連結子会社の総額9,200,000

　千円の金融機関からの借入金に対する質権が設定されて

　おります。

 ※２．有形固定資産の減価償却累計額　　　 97,600千円  ※２．有形固定資産の減価償却累計額　　　 97,948千円

 ※３．関係会社に対する債権及び債務

　　　　　　　　　　　　　 未収入金　　　638.940千円

　　　　　　　　　　　　 短期借入金　　  241,000千円

　　　　　　　　　　　　　 未払費用　　    2,079千円

　　

 ※３．関係会社に対する債権及び債務

　　　　　　　　　　　　　 未収入金　　　120,700千円

　　　　　　　　　　　　 短期借入金　　   24,000千円

　　　　　　　　　　　　　 未払費用　　       16千円

　　

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

 ※１．当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類

本　社 共　用　資　産 建物附属設備

  

 ※１．　　　　　　 ─────── 

 

  

（資産グルーピングの方法）

　　事業別に資産のグルーピングを行っており、不動産、

　ソフト開発事業、共用資産の３区分に分け、区分して

　おります。

（減損損失の認識に至った経緯）

　　これらの資産グループのうち、本社共用資について

　は、継続的な営業損益の悪化により、減損損失を認識し

　ております。

 

 

（減損損失の金額）

　　減損損失の内訳は、本社共用資産1,376千円（建物附属

　設備）であります。

 

（回収可能価額の算定方法）

　　資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により

　測定しております。対象となった資産は、建物附属設備

　であり、正味売却価額をゼロとして評価しております。

 

 

 ※２．関係会社との取引

 　　　オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社

 　　　への支払利息　　 8,813千円

 

 ※２．関係会社との取引

 　　　オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社

 　　　への支払利息　　11,895千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末の
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）

当事業年度末の
株式数（株）

自己株式

普通株式 567 － － 567

合計 567 － － 567

当事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末の
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）

当事業年度末の
株式数（株）

自己株式

普通株式 567 66 － 633

合計 567 66 － 633

（リース取引関係）

　　　　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成20年９月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成21年９月30日）

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

前事業年度
（平成20年９月30日）

当事業年度
（平成21年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

繰越欠損金    639,643千円

建物       4,258千円

土地    39,553千円

その他        3,218千円

繰延税金資産小計      686,673千円

評価性引当額 　 △251,943千円

繰延税金資産合計      434,729千円

繰越欠損金    248,471千円

建物       3,647千円

土地    39,553千円

その他        3,046千円

繰延税金資産小計      294,717千円

評価性引当額 　 △123,571千円

繰延税金資産合計      171,146千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 　－千円

繰延税金負債合計 　－千円

繰延税金資産の純額     434,729千円

その他有価証券評価差額金 －千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産の純額     171,146千円

 

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

　税引前当期純損失であるため記載しておりません。

 

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

　　　　　　　　　　　同左

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

当事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり純資産額    177円37銭

１株当たり当期純損失金額  4円77銭

 　

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

　いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

　損失であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額  169円55銭

１株当たり当期純損失金額  7円82銭

 　

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

　いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

　損失であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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６．その他

(1）役員の異動

　該当事項はありません。

 

(2）その他

前連結会計年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

　当社は、ステファニー化粧品株式会社から、当社に依頼したシステム開発について当社の責任においてその完成が

されず、同開発に係る請負契約を解除し、請負代金その他の損害の賠償を求めるべく、損害賠償請求訴訟（総額５億

4,079万余円）を東京地方裁判所に提訴されており、現在係争中であります。

　また、債務不履行に基づく損害賠償請求権、法定の遅延損害金請求権、約定の損害金請求権の合計額（総額４億

3,215万余円）に仮に差し押さえる申立がなされ、平成20年３月28日（決定書到達日　平成20年４月７日）東京地方裁

判所より決定の通知を受けております。

　さらに、債務不履行に基づく損害賠償請求権、法定の遅延損害請求権、約定の損害請求権の合計額を仮に差し押さ

える申立がなされ、平成20年６月16日（決定書到達日　平成20年６月24日　請求債権合計額４億4,832万余円）、平成

20年６月17日（決定書到達日　平成20年６月25日　請求債権合計額2,000万円）東京地方裁判所より決定の通知を受け

ております。

　当社としましては、東京地方裁判所に対して、先の訴訟上で当社の正当性を主張して争ってまいります。

 

当連結会計年度（自平成20年10月１日　至平成21年９月30日）

　当社は、ステファニー化粧品株式会社から、当社に依頼したシステム開発について当社の責任においてその完成が

されず、同開発に係る請負契約を解除し、請負代金その他の損害の賠償を求めるべく、損害賠償請求訴訟（総額５億

4,079万余円）を東京地方裁判所に提訴されており、係争中でありましたが同裁判所より調停がなされ、平成21年１月

27日付で当社が平成21年１月30日までに２億８千万円を支払うことで和解が成立しました。当社は、当該期日までに

支払を完了し、ステファニー化粧品株式会社は、本和解の条件である仮差押を全て取下げ、当社は、東京地方裁判所

により平成21年２月３日付で取下げの通知を受領しております。
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