
１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  84円31銭 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。 

平成19年3月期 中間決算短信（連結） 
平成18年11月17日

会社名 株式会社 デンコードー 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 8290 本社所在都道府県 宮城県 

(URL http://www.denkodo.co.jp) 

代表者 役職名 代表取締役 

  氏名 井上 元延 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 

  氏名  井上 公延 ＴＥＬ  （022）382－8815 

決算取締役会開催日 平成18年11月17日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 52,423 （ △2.5) 65 （△83.4) 851 （△26.5)

17年9月中間期 53,761 (  0.5) 393 ( 110.8) 1,157 (  1.6)

18年3月期 118,612  1,524  3,188  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 363 (  21.4) 24 94 24 93

17年9月中間期 299 (△46.6) 20 23 20 18

18年3月期 1,330  89 35 89 15

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円
②期中平均株式数
（連結）   

18年9月中間期 14,580,007株 17年9月中間期 14,803,394株 18年3月期 14,775,285株

③会計処理の方法の変更    無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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

18年9月中間期 46,795 20,604 43.8 1,406 09

17年9月中間期 44,741 19,668 44.0 1,327 35

18年3月期 47,572 20,568 43.2 1,412 41

（注）期末発行済株式数 
（連結） 

18年9月中間期 14,589,315株 17年9月中間期 14,817,906株 18年3月期 14,555,549株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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

18年9月中間期 △721 △766 1,136 2,157 

17年9月中間期 △189 △440 147 2,287 

18年3月期 2,103 △1,871 △881 2,120 

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ５社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） ２社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 118,000  2,650  1,230  
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（株式会社デンコードー）および子会社５社で構成され、主に家電事業及びリサイクル事業を

行っております。家電事業では、主に当社が家電・情報・エンタテインメント商品等の販売を行っており、リサイクル

事業では、株式会社エコプラスが一般家庭用品・ＡＶ・パソコン等のリサイクル商品の販売を行っております。 

 当社グループの概略図は、以下のとおりであります。 
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２．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は創業以来、四つ葉のクローバーを社章とし、そこに象徴される４つの「感謝の心」を変わらぬ経営理念とし

て掲げてまいりました。 

一．お客様への感謝 

一．株主様への感謝 

一．お取引先様への感謝 

一．社員とその家族への感謝 

 当社は、経営理念でもある「真心感謝」を、より堅固な「Core Competent（経営の核）」として、常に接客の原点

として、常に心の拠り所として具現化を図り、次の世代に継承して行こうと考えております。 

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、中長期的な視点から経営戦略を策定し、企業収益構造の確立を図ることによって、将来にわたる株主価値

増大のために株主の皆様に対する安定的利益確保と、業績に見合った継続的配当を実施して行きたいと考えておりま

す。 

  具体的には、連結当期純利益の20％前後を目安に配当性向を維持するとともに、安定的に20円の配当金を維持する

よう努力いたします。 

 内部留保資金につきましては、市場ニーズに即応した付加価値商品の開発・提供や販売拠点のリニューアル及び店

舗網の拡充に向けた設備投資に充当し、将来業績の向上を通じて、株主の皆様への利益還元を図ってまいりたいと考

えております。 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、当社株式の流動性の向上、流通の活性化及び投資家層の拡大を重要課題と認識し、平成18年８月に単元株

式数を500株から100株に変更いたしました。 

(4）目標とする経営指標 

 当社は、目標とする経営指標として、財務の安定性と投下資本の効率性を重視しており、家電業界において業績の

成長性等を見る指標として最適と考えるＲＯＡ（総資本経常利益率）と財務資金において大きな影響をもつ在庫に焦

点を当て効率面の視点から在庫回転率を設定し、株主価値の増加のために努力しております。 

 目標値としては在庫回転率、年10回転以上、ＲＯＡ（総資本経常利益率）10％以上を目標としております。 

(5）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は2001年４月、中長期的な視点に立った経営計画「VISION21」を策定し、下記に示す４つの基本戦略に基づ

き、経営目標の実現に向けて、各年度毎に具体的な施策計画とその実施取り組みを進めております。 

この取り組みは、事業環境の変化に伴い適切な軌道修正を図りながら、厳しい市場環境の中でも企業が継続発展でき

るものを目指しております。 

基本戦略その１；顧客満足経営の深化によりブランドの強化を図る 

 デンコードーならではのＣＳ（品揃え×価格×接客サービス×買い場創り）の深化を、企業理念である真心感

謝の精神で実現し、他社との差異化を明確にして、高い企業ブランドの確立を目指す。地域密着の営業姿勢を強

め、お客様個々とのつながりを大事にして関係の維持強化を進める。 

基本戦略その２；市場の変化を察知し戦略型リストラに挑戦する 

 地域No.1戦略で「流通サービス業」への転換を目指し、新事業・新業態の開発を積極化するとともに既存店の

スクラップ・アンド・ビルドと業態集積型の「デンコードー・ビレッジ（村）」造りを進めて行く。 

基本戦略その３；企業価値を高めローコストで筋肉質な経営体質の構築を図る 

 不断に業務改革を進め、業務プロセスの見直しを図り、情報システムの活用と合わせて、スピーディで効率的

な企業運営体質への変革を進める。キャッシュフロー重視の経営方針のもと、投下資本運用の効率化や在庫回転

率の向上を図り、堅固な財務体質を構築する。 
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基本戦略その４；個が全体を正し、自己啓発の継承で１人１人が「自分が主役」を担う 

 個人の成長と活性化のため、目標管理制度を充実させ、お客様満足度の向上と仕事の品質向上を不断に実行で

きる社員を目指す。人事制度や教育研修制度の拡充を図り、自律型社員の育成を進め、全員が自己啓発・自己改

造に励む真摯な企業風土を創る。地域社会の活動に積極的に参画し、社会貢献に寄与するとともに、法令遵守

（コンプライアンス）で信頼される会社を目指す。 

(6）会社の対処すべき課題 

 当社が対処すべき課題としては、営業面では、お客様満足向上を追及した地域密着型の店舗サービス体制や商品

開発力の強化を進め、それを補完する物流システムや顧客情報システムなどの基盤構築を図るとともに、開発面で

は、スクラップ・アンド・ビルド等による既存店舗の活性化と競争力強化に取り組んでまいります。また、安定し

た収益基盤確立に向けて、「家電小売業」から「流通サービス業」への転換を目指し、社内の構造改革を一層進め

てまいります。企業の継続発展を目指し、企業理念である「真心感謝」のもと、中期経営計画「VISION21」の達成

のため、その実現に全力を尽くしてまいります。 

 （7）親会社等に関する事項 

     該当事項はありません。 

 （8）内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制整備の状況 

  当社は、管理・営業・開発の３本部制を敷いているほか、情報システムグループが設置されており、相互に牽制

並びに機能を分けております。管理本部の統制下にある管理部門の配置状況は、経理、財務、経理企画の機能を経

理グループの管理とし、人事・総務・教育研修の機能は総務人事統括の管理下にあります。営業・開発部門に対し

て内部統制が適切かつ合理的に機能するよう運営されております。 

  また、当社は、コーポレート・ガバナンス強化を図るべく、内部管理体制強化のための牽制組織として、社長直

属の指揮命令下にある監査室が「内部監査規程」に基づき、経営・業務・会計及び予防監査を範囲として中期経営

計画の経営統制の状況や各部門における業務執行等の社内ルールの適正運用と法令遵守の状況を把握する内部監査

が主業務であります。なお、内部監査は、定例、テーマ別並びに特命監査に区分され、子会社を含め実施しており

ます。 

  当社は、平成18年5月施行の会社法に対応し、内部統制システムの構築に向けた方針を決定し、組織体制を含め

た見直しと内部管理体制の更なる整備を目指し取組んでおります。 

  また、社内規程については、「経理規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」などを適正、適法に

業務を運営すべく、社内の業務を網羅するよう整備・運用しており、法改正などへの対応改訂を継続的に実施して

おります。  

 ② 内部管理体制の充実に向けた取組みと最近1年間における実施状況 

 当期は、以下の施策により、内部統制面における充実を図りました。 

 ・ 内部統制システムの構築に向け、社内規程の整備ならびにリスク管理体制の取組み 

 ・ コンプライアンス委員会活動強化による社内の倫理行動規範の具現化と実践ならびに啓蒙活動 

 ・ 各部門の業務執行に対するトップマネジメントによる報告会の充実 

 ・ 社内テレビ会議並びにインターネット活用による社内情報の指示等について迅速な発信とその定着状況の把

握受領 

 ・ 適時開示の管理及び統制等の整備と強化 

 （9）その他、会社の経営上の重要な事項 

    該当事項はありません。  
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３．経営成績 

(1）当期の概要 

 当中間連結会計期間における我が国経済は、好調な輸出に牽引されて企業収益が改善し、設備投資も増加が見られ

るなど、景気は緩やかな拡大基調となりました。雇用情勢は、厳しさが残るものの改善に広がりが見られます。個人

消費は増加基調にあるものの、地域によっては地域経済全体の停滞により、購買意欲の高まりが感じられないなど、

格差の広がりも現れています。 

 このような経営環境の中、家電事業では、地上デジタル放送視聴エリアの拡大やワールドカップ・ドイツ大会の開

催などにより、プラズマ・液晶の大型薄型テレビが伸長いたしましたが、梅雨期の長雨・天候不順によるエアコンな

どの夏物商品の不振や携帯電話番号継続制度開始前の買い控えによる通信部門の低迷がありました。また、リサイク

ル事業においては、電気用品安全法（ＰＳＥ法）施行の影響や競合店の新規参入が更に進みました。 

 この結果、売上高52,423百万円（前期比2.5％減）、営業利益65百万円（前期比83.4％減）、経常利益851百万円

（前期比26.5％減）、中間純利益363百万円（前期比21.4％増）となりました。  

(2）経営成績 

【家電事業】 

 家電事業におきましては、薄型テレビが画面サイズの大型化にシフトするなど、デジタル家電の売上が好調を維持

し、白物家電も比較的堅調に推移しましたが、夏物商品の不振やパソコンに代表される情報商品や携帯通信部門の低

迷があり、さらには全国展開家電量販店の商圏内出店も相次ぐなど、総じて厳しい環境が続きました。 

 このような状況の中で、当社グループは、キャンペーンによる商品の集中拡販を行ない、売上確保と粗利益の改善

を図るとともに不要なコストの削減にも継続して努力いたしました。また、家電アドバイザー資格取得を推進し、資

格取得者が営業店社員の73％を超えるなど、接客販売の基盤強化に努めるとともに、顧客情報を活用した地域密着型

営業活動に注力し、顧客との長期的信頼関係の維持拡大策を進めてまいりました。 

 当中間期における家電事業の設備投資は、６月に岩手県奥州市のスーパーデンコードー水沢店を「ＭＡＸデンコー

ドー奥州水沢店」として移転増床したほか、既存９店舗の売場見直しを行いました。また、専門店業態においては、

「ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ奥州水沢店」の移転増床をいたしました。これらにより、当中間連結会計期間末における店舗

数は114店舗となりました。 

 この結果、売上高51,197百万円（前期比2.7％減）、営業利益78百万円（前期比75.6％減）となりました。 

【リサイクル事業】 

 リユース業界におきましては、全世界的に環境問題が注目され、循環型社会を必要とする時代性とリサイクルを求

める消費者の支持を受け、社会的意識も大きく変化しております。                              

   このような状況下において当社リサイクル事業は、電気用品安全法（ＰＳＥ法）の施行、中古商品を取扱う異業

種小売業が多く参入してきたことにより、競合激化が更に進んできております。   

   当中間連結会計期間におけるリサイクル事業の設備投資は、７月に岩手県奥州市に「ハードオフ」「オフハウ

ス」及び新業態「ホビーオフ」一号店の複合店舗を新設いたしました。これにより、当中間連結会計期間末における

店舗数は44店舗となりました。 

  売上高につきましては、前期新設店舗の売上貢献並びにオフハウス関連商品が堅調な推移をしたことにより、

1,226百万円（前期比6.9％増）となりました。 

  利益面につきましては、経費の抑制に努めましたが、今期新設店舗の開設一次費用の発生やＰＳＥの施行、およ

び競合激化により、営業損失12百万円（前年同期 営業利益72百万円）となりました。 
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(3）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動及び新規連結子会社の増

加により資金が増加したものの、営業活動および投資活動で資金を使用したため、前連結会計年度末より351百万円

減少し、2,157百万円（前年同期比130百万円減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は、716百万円（前年同期比527百万円増）となりまし

た。これは主に、税金等調整前中間純利益723百万円（前年同期682百万円）、売上債権の減少額1,182百万円（同914

百万円）および減価償却費602百万円（同554百万円）があるものの、たな卸資産の増加額268百万円(同374百万

円）、仕入債務の減少額1,453百万円（同915百万円）および法人税等の支払額923百万円（同961百万円）があったた

めです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、771百万円（前年同期比331百万円増）となりまし

た。これは主に、新規出店およびリニューアルを中心とする有形固定資産の取得による支出952百万円（前年同期448

百万円）があったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、財務活動の結果得た資金は、1,136百万円（前年同期比989百万円増）となりまし

た。これは主に、長期借入金の返済による支出1,025百万円（前年同期2,795百万円）があったものの、短期借入金の

増加額2,510百万円（同1,550百万円）があったためです。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

※ 自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：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 

1.各指標は、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。 

2.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。 

3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを採用してお

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

平成18年９月期中間連結会計期間末 店舗数（平成18年９月30日現在）  

MAXデンコードー 17店 SUPERデンコードー 37店 Regularデンコードー 12店 

Wonder GOO 11店 TSUTAYA 7店 メディアサイト 7店 

Mr.コンセント 23店     直営物販店舗計 114店 

ハードオフ 21店  オフハウス  21店 ガレージオフ 1店 

ホビーオフ 1店 エコプラス店舗計 44店 グループ物販店舗合計 158店 

  
42期 

平成１７年９月期 

43期 

平成１８年９月期 

42期 

平成１８年３月期 

自己資本比率（％） 44.0 43.8 43.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 28.7 25.8 36.4 

債務償還年数(年） － － 5.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 27.4 
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（4）事業等のリスク 

  有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 1.財政状態及び経営成績の異常な変動 

 ① 出店政策による経営成績の影響について 

当社グループは、販売拠点である東北６県、北海道、東京都及び神奈川県にて新規出店及び売場面積の拡大を

図っており、平成18年９月期末、店舗数は158店舗となっております。 

 当社グループとしましては、今後も新規出店及び既存店のリニューアルの増加を計画しており、新規店舗数及

び当該リニューアル店舗数の増加に伴い、人件費及び広告宣伝費等の諸経費の増加が見込まれるとともに、物件

の手当てが進まず、出店計画の変更及び延期等が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 ② 競合について 

当社グループの販売拠点では大手家電量販店との競争は激しく、また今後も大手家電量販店が当該拠点に新規

出店することが予想されることから、競争は更に激化する可能性があります。 

 当社グループとしましては店舗網の拡大を図るとともに、品揃えの充実や販売力の強化等により既存店の活性

化等を図っておりますが、当該量販店との競争により更なる価格競争にさらされた場合には、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③ 業績の季節要因によるリスク 

当社グループの月ごとの販売高は季節要因により、総売上高に締める割合が次のように変化いたします。売上

高の季節指数の高い順に12月、１月と冬物商品を中心とした年末年始商戦があり、更に３月には新入学商戦など

があり下期に売上高のウエイトが高くなっております。一方、上期の７月には、夏商戦がありますが、下表のご

とく売上、営業利益、経常利益がそれぞれ上期に比べて下期に占める割合が高くなっております。また、季節要

因の高い12月、１月、７月に異常気象により冷夏暖冬となった場合には、収益に与える影響が大きくなる可能性

があります。 

 2.法的規制等について 

 出店に関する規制について 

 店舗の新規出店及び増床に際しては、平成12年６月１日より「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地

法」）が施行されたため、当社グループが今後の新規出店並びに増床を予定している店舗につきましては、「大店

立地法」による規制を受けております。「大店立地法」では、売場面積1,000㎡を超える新規出店並びに増床につ

いて、都市計画、交通、地域環境等の観点から地元自治体による出店の規制が行われます。そのため、申請前の環

境調査や、出店が環境に与える影響の予測等が実施されることにより出店までに要する期間が長期化し、当社グル

ープの今後の出店計画が影響を受ける可能性があります。 

区分 
平成17年３月期 平成18年３月期 

上半期 下半期 年度計 上半期 下半期 年度計 

売上高（百万円） 53,511 65,769 119,280 53,761 64,851 118,612 

（構成比率）（％） 44.9 55.1 100.0 45.3 54.7 100.0 

営業利益（百万円） 186 1,108 1,294 393 1,131 1,524 

（構成比率）（％） 14.4 85.6 100.0 25.8 74.2 100.0 

経常利益（百万円） 1,140 2,065 3,205 1,157 2,031 3,188 

（構成比率）（％） 35.6 64.4 100.0 36.3 63.7 100.0 
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(5）通期の見通し 

 今後のわが国経済は、企業の好調さに支えられ、引き続き穏やかな景気回復が続くものと予測されています。 

 当社グループの通期業績見通しは、売上高118,000百万円、経常利益2,650百万円、当期純利益1,230百万円を見込

んでおります。 

   

【家電事業】 

 家電事業を取巻く市況は、依然として厳しいものになるものと予測されています。 

激変する市場環境の中で、新設店舗の開店も含めて、店舗のスクラップ・アンド・ビルドを遅滞なく進め、将来を見

据えた経営施策を行ってまいります。 

 商品面につきましては、需要拡大が続く薄型大型テレビの拡販に注力するとともに携帯電話番号継続制度開始後の

携帯電話の取替えサービスを積極的に推進することにより売上並びに粗利益額の確保に努めてまいります。 

 また、営業面では積極的な施策展開で企業の独自性と競合差異化を図るなど、地域量販店ならではの顧客密着型活

動で、顧客との長期的信頼関係の維持拡大を進めてまいります。さらには、一層のコスト低減を図るため、継続して

業務改革を進め企業体質の強化を行ってまいります。 

 通期業績の見通しにつきましては、売上高115,400百万円、経常利益2,600百万円を見込んでおります。 

【リサイクル事業】 

 リユース・リサイクル業界におきましては、市場の急拡大にともない、大手企業や異業種小売業が中古業界へ新規

参入するなかで企業間の競争の激化により、厳しい経営環境が続くものと予測されます。 

 このような状況下で、リサイクル事業は、安定した売上高の確保を図るために、継続して楽器や装飾品類等の品揃

え強化に努めるとともに時代の変化を的確に捉え、株式会社ハードオフコーポレーション（本店所在地：新潟県新発

田市）の本部指導により、ビジネスモデルの確立を目指し、お客様のご支持を得るなかで高い経営効率の事業基盤の

実現を図ってまいります。 

 通期業績の見通しにつきましては、売上高2,600百万円、経常利益50百万円を見込んでおります。 

  

 上記の予想は、本資料の発送日現在において入手可能な情報に基づいており、将来の業績に影響を与える不確実な

要因がふくまれているため、あくまで本資料発送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。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金     2,287 2,156   2,120

２．売掛金     2,836 2,671   3,836

３．有価証券     0 0   0

４．たな卸資産     14,470 15,359   15,091

５．その他     1,171 1,371   1,365

貸倒引当金     △0 △0   △0

流動資産合計     20,765 46.4 21,559 46.1   22,413 47.1

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１     

(1）建物及び構築物 ※２ 10,837 12,035 12,013 

(2）土地 
※２ 
  

4,272 4,155 4,181 

(3）その他   496 15,606 362 16,552 220 16,414

２．無形固定資産     58 87   95

３．投資その他の資産       

(1）長期貸付金   － 2,394 － 

(2）差入保証金・敷
金 

  5,378 3,124 5,484 

(3）その他   3,020 3,121 3,208 

貸倒引当金   △89 8,310 △44 8,596 △44 8,648

固定資産合計     23,975 53.6 25,236 53.9   25,159 52.9

資産合計     44,741 100.0 46,795 100.0   47,572 100.0 

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

    6,573 6,582   8,036

２．短期借入金 ※２   6,253 8,708   6,418

３．未払法人税等      541 338   968

４．賞与引当金     666 672   680

５．ポイント割引引当
金 

    669 748   746

６．その他     2,238 1,900   2,579

流動負債合計     16,941 37.9 18,951 40.5   19,430 40.9
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※２   4,867 3,280   4,086

２．退職給付引当金     2,166 2,183   2,146

３．役員退職慰労引当
金 

    413 413   413

４．負ののれん     － 72   －

５．その他     676 1,289   920

固定負債合計     8,123 18.1 7,240 15.5   7,567 15.9

負債合計     25,065 56.0 26,191 56.0   26,997 56.8

        

（少数株主持分）       

少数株主持分     6 0.0 － －   6 0.0

         

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     2,866 6.4 － －   2,866 6.0

Ⅱ 資本剰余金     2,518 5.6 － －   2,518 5.3

Ⅲ 利益剰余金     14,350 32.1 － －   15,371 32.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    419 1.0 － －   630 1.3

Ⅴ 自己株式     △486 △1.1 － －   △818 △1.7

資本合計     19,668 44.0 － －   20,568 43.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    44,741 100.0 － －   47,572 100.0 

         

（純資産の部）             

Ⅰ 株主資本                  

１. 資本金    － －  2,866 6.1   － － 

２. 資本剰余金    － －  2,518 5.4   － － 

３. 利益剰余金    － －  15,401 32.9   － － 

４. 自己株式    － －  △787 △1.7   － － 

株主資本合計    － －  19,999 42.7   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１. その他有価証券評
価差額金 

   － －  514 1.1   － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  514 1.1   － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  90 0.2   － － 

純資産合計    － －  20,604 44.0   － － 

負債純資産合計    － －  46,795 100.0   － － 

           

- 10 -



② 中間連結損益計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     53,761 100.0 52,423 100.0   118,612 100.0 

Ⅱ 売上原価     42,388 78.9 41,079 78.4   94,227 79.4

売上総利益     11,372 21.1 11,344 21.6   24,384 20.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   10,979 20.4 11,278 21.5   22,859 19.3

営業利益     393 0.7 65 0.1   1,524 1.3

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   18 17 37 

２．受取配当金   4 5 5 

３．仕入割引   605 567 1,313 

４．その他   208 837 1.6 268 858 1.6 465 1,822 1.5

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   38 41 74 

２．不動産管理費用   30 23 67 

３．その他   4 73 0.1 8 73 0.1 17 159 0.1

経常利益     1,157 2.2 851 1.6   3,188 2.7

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※２  － 118 － 

２．貸倒引当金戻入益   － － 17 

３．電気設備補助金収 
  入 

  － － － － 118 0.2 52 69 0.0

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 ※３ 9 93 30 

２．減損損失 ※４ 463 132 590 

 ３．賃借契約解約損   2 475 0.9 19 246 0.4 5 626 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    682 1.3 723 1.4   2,631 2.2

法人税、住民税及
び事業税 

  503 253 1,426 

法人税等調整額   △119 383 0.7 106 360 0.7 △124 1,301 1.1

少数株主損益（△
加算） 

    0 0.0 △0 △0.0   △0 △0.0

中間（当期）純利
益 

    299 0.6 363 0.7   1,330 1.1
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③ 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）                         (単位：百万円）

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,518 2,518 

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  2,518 2,518 

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   14,336 14,336 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

中間（当期）純利益   299 299 1,330 1,330 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金   266 266  

２．役員賞与   11 11  

３. 自己株式処分差損   7 285 17 295 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  14,350 15,371 

     

 

株主資本
 評価・換算

差額等 
少数株主持
分 

純資産合計

資本金 
 資本剰余
金 

利益剰余
金  

 自己株式
株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

平成18年３月31日 残高 2,866 2,518 15,371 △818 19,937 630 6 20,575 

中間連結会計期間中の変動額         

利益処分による剰余金の配当     △291   △291     △291 

利益処分による役員賞与     △10   △10     △10 

中間純利益     363   363     363 

自己株式の取得       △0 △0     △0 

自己株式の処分     △12 31 18     18 

連結子会社増加に伴う減少額     △19   △19     △19 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額） 

          △116 83 △32 

中間連結会計期間中の変動額合計     30 30 61 △116 83 29 

平成18年９月30日 残高 2,866 2,518 15,401 △787 19,999 514 90 20,604 
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  682 723 2,631

減価償却費   554 602 1,200

ポイント割引引当金
の増減額（減少：
△） 

  36 2 113

退職給付引当金の増
減額（減少：△） 

  53 37 33

その他引当金の増減
額（減少：△） 

  8 △9 △22

受取利息及び受取配
当金 

  △23 △22 △43

支払利息   38 41 74

固定資産売却益   － △118 －

減損損失    463 132 590

固定資産除却損及び
評価損 

  9 93 30

売上債権の増減額
（増加：△） 

  914 1,182 △85

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

  △374 △268 △995

仕入債務の増減額
（減少：△） 

  △915 △1,453 547

前受金の増減額（減
少：△） 

  △230 △392 △376

その他   △429 △329 △96

小計   786 219 3,601

利息及び配当金の受
取額 

  23 22 43

利息の支払額   △38 △40 △76

法人税等の支払額   △961 △923 △1,464

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △189 △721 2,103
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有価証券の取得によ
る支出 

  － △0 －

子会社株式取得によ
る支出 

  － △57 －

有形固定資産の取得
による支出 

  △448 △950 △1,734

有形固定資産の売却
による収入 

  － 175 －

無形固定資産の取得
による支出 

  － △1 △38

保証金・敷金の差入
による支出 

  △147 △136 △436

保証金・敷金の返還
による収入 

  139 219 315

貸付金の回収による
収入 

  15 6 30

その他   － △21 △8

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △440 △766 △1,871

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額（減少：△） 

  1,550 2,510 550

長期借入による収入   1,700 － 3,000

長期借入金の返済に
よる支出 

  △2,795 △1,025 △3,711

自己株式取得による
支出 

  △1 △0 △364

配当金の支払額   △265 △290 △265

その他   △39 △57 △90

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  147 1,136 △881
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少額：△） 

  △482 △351 △649

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,770 2,120 2,770

Ⅶ 新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加高 

  － 388 －

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  2,287 2,157 2,120
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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。 

連結子会社は、株式会社エコプラ

ス、株式会社北日本ワンダック

ス、株式会社メディアキャストお

よび株式会社神奈川デンコードー

の４社であります。 

すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社は、株式会社エコプラ

ス、株式会社北日本ワンダック

ス、株式会社メディアキャスト、

有限責任中間法人まごころ修理サ

ービスおよび株式会社フロントラ

インの５社であります。 

 上記のうち、有限責任中間法人

まごころ修理サービスは、家電製

品の延長保証サービスの提供を目

的に平成18年３月29日設立、平成

18年７月27日基金を100％取得い

たしました。また、株式会社フロ

ントラインはコールセンターを運

営、商品受付代行業務を行ってお

り、平成18年９月１日発行済み株

式数の60％を取得し、それぞれ連

結子会社となりました。 

すべての子会社を連結しておりま

す。 

 連結子会社は、株式会社エコプ

ラス、株式会社北日本ワンダック

ス、株式会社メディアキャストお

よび株式会社神奈川デンコードー

の４社であります。 

 上記のうち、株式会社神奈川デ

ンコードーについては、平成18年

３月31日臨時株主総会において解

散することとなりました。それに

よる当社の連結業績に与える影響

額はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致してお

ります。 

同左 すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致してお

ります。 

４．会計処理基準に関する事項       

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

おります） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は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し

ております） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ロ．たな卸資産 

商品 

総平均法による低価法 

ただし、オーディオ・ビジ

ュアルソフト、ＴＶゲーム

ソフト・機器、書籍および

リサイクル商品等について

は、移動平均法による原価

法もしくは売価還元法によ

る原価法 

ロ．たな卸資産 

商品 

同左 

ロ．たな卸資産 

商品 

総平均法による低価法 

ただし、オーディオ・ビジ

ュアルソフト、ＴＶゲーム

ソフト・機器、書籍および

リサイクル商品等について

は、主として移動平均法に

よる原価法もしくは売価還

元法による原価法 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額

法を採用しております。 

なお、耐用年数および残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

イ．有形固定資産 

同左 

イ．有形固定資産 

同左 

  ロ．無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

ロ．無形固定資産 

同左 

ロ．無形固定資産 

同左 

 

- 16 -



項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

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。 

イ．貸倒引当金 

同左 

イ．貸倒引当金 

同左 

  ロ．賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見

込額のうち当中間連結会計期

間の負担額を計上しておりま

す。 

ロ．賞与引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見

込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。 

  ハ．ポイント割引引当金 

将来のメンバーズカードのポ

イントの使用による売上値引

に備えるため、過去の使用実

績率に基づき将来使用される

と見込まれる金額を計上して

おります。 

ハ．ポイント割引引当金 

同左 

ハ．ポイント割引引当金 

同左 

  ニ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

なお、数理計算上の差異は、

３年による定額法によりそれ

ぞれ発生した連結会計年度か

ら費用処理しております。 

ニ．退職給付引当金 

同左 

ニ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資

産に基づき、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、数理計算上の差異は、

３年による定額法によりそれ

ぞれ発生した連結会計年度か

ら費用処理しております。 

  ホ．役員退職慰労引当金 

平成16年6月29日定時株主総

会の日をもって役員の退職慰

労金制度を廃止し、内規に基

づく制度廃止時の要支給額を

役員の退任時に支払うことと

なったため、当該支給予定額

を計上しております。 

ホ．役員退職慰労引当金 

     同左 

ホ．役員退職慰労引当金 

同左 

(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 同左 

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

  ロ．税金費用に関する事項 

中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定

している利益処分方式による

固定資産圧縮積立金の積立て

及び取崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額

を計算しております。 

ロ．税金費用に関する事項 

中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定

している固定資産圧縮積立金

の積立て及び取崩しを前提と

して、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。 

───── 
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会計処理の変更 

表示方法の変更 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、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 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより税金等調整前中間純利益は

463百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）  

  当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は

20,513百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益は590

百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

 （中間連結貸借対照表） 

 流動負債の「未払法人税等」は、前中間連結会計期間は「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間においては重要

性が増したため区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の

「その他」に含まれている「未払法人税等」は436百万円でありま

す。 

 （中間連結貸借対照表） 

 投資その他の資産の「長期貸付金」は、前中間連結会計期間末は

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末に

おいては資産総額の100分の５超となったため区分掲記しておりま

す。なお、前中間連結会計期間末の「その他」に含まれている「長期

貸付金」は120百万円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      11,783百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            12,627百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           12,302百万円 

※２ 担保提供資産 

下記資産は短期借入金645百万円、長

期借入金（一年以内返済長期借入金を

含む）2,285百万円の担保に供してお

ります。 

※２ 担保提供資産 

下記資産は短期借入金 870百万円、

長期借入金（一年以内返済長期借入金

を含む）2,290百万円の担保に供して

おります。 

※２ 担保提供資産 

下記資産は短期借入金   687百万円、

長期借入金（一年以内返済長期借入金

を含む) 2,402百万円の担保に供して

おります。 

建物 469百万円

土地 2,077 

計 2,546 

建物 984百万円

土地 1,664 

計 2,649 

建物 445百万円

土地 2,002 

計 2,447 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

広告宣伝費    849百万円

給与及び手当      3,413 

退職給付費用  153 

賞与引当金繰入額  666 

地代家賃      1,438 

減価償却費  556 

広告宣伝費 866百万円

給与及び手当 3,477 

退職給付費用  133 

賞与引当金繰入額  672 

地代家賃 1,508 

減価償却費  591 

広告宣伝費 2,041百万円

貸倒引当金繰入額  0  

給与及び手当 7,612 

退職給付費用  228 

賞与引当金繰入額   680 

地代家賃    2,927 

減価償却費 1,190 

※２     ────── ※２ 固定資産売却益の内訳 ※２      ────── 

  建物及び構築物     21百万円

 土地  95 

 その他  0 

 計  118 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 

  建物及び構築物    0百万円

  その他  9 

計 9 

  建物及び構築物     62百万円

  その他  31 

計 93 

建物及び構築物       16百万円

その他  14 

計 30 

 ※４ 減損損失の内訳 

  当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしました。 

  当社グループは、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位として店舗を基本

単位とし、また、賃貸不動産等について

は物件単位ごとにグルーピングしており

ます。 

 上記の資産について、収益性が低下又

は用途変更が予定されている資産グルー

プ及び、主要資産の市場価格が帳簿価額

より著しく下落している資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価

額は、正味売却価額により測定してお

り、土地・建物については不動産鑑定士

からの評価額を基準としております。な

お、閉鎖後廃棄を予定している店舗設備

については、原則として正味売却価額を

零として評価しております。 

用途 場所 種類 金額 

 店舗 

 北海道 

 山形県 

その他  

建物及び 

構築物  
131百万円

その他  2  

賃貸 

不動産  

 宮城県 

 福島県 

 その他 

建物及び 

構築物 
218 

土地   75 

その他 6 

 遊休 

不動産 
 宮城県 土地 29 

合計      463 

 ※４ 減損損失の内訳 

  当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしました。 

  

  

  

  当社グループは、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位として店舗を基本

単位とし、また、賃貸不動産等について

は物件単位ごとにグルーピングしており

ます。 

 上記の資産について、収益性が低下又

は用途変更が予定されている資産グルー

プ及び、主要資産の市場価格が帳簿価額

より著しく下落している資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価

額は、正味売却価額により測定してお

り、土地・建物については不動産鑑定士

からの評価額を基準としております。な

お、閉鎖後廃棄を予定している店舗設備

については、原則として正味売却価額を

零として評価しております。 

用途 場所 種類 金額 

 店 舗  秋田県 
建物及び

構築物  
  10百万円

 遊休 

不動産 

 青森県 

 岩手県 

建物 

土地 

 60 

 61 

合計      132 

※４ 減損損失の内訳 

  当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

  当社グループは、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として店舗を基本単

位とし、また、賃貸不動産等については

物件単位ごとにグルーピングしておりま

す。 

 上記の資産について、収益性が低下又

は用途変更が予定されている資産グルー

プ及び主要資産の市場価格が帳簿価額よ

り著しく下落している資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。 

 なお、資産グループごとの回収可能価

額は、正味売却価額により測定してお

り、土地・建物については不動産鑑定士

からの評価額を基準としております。な

お、閉鎖後廃棄を予定している店舗設備

については、原則として正味売却価額を

零として評価しております。 

用途 場所 種類 金額 

 店舗 

 北海道 

 山形県 

その他  

建物及び

構築物  
 131百万円

その他  2 

賃貸 

不動産  

 宮城県 

 福島県 

 その他 

建物及び

構築物 
 254 

土地   166 

その他  6 

 遊休 

不動産 
 宮城県 土地 29  

合計      590 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加234株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

    普通株式の自己株式の株式数の減少34,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 

 2.配当に関する事項 

  配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 15,447,652 － － 15,447,652 

合計 15,447,652 － － 15,447,652 

自己株式     

普通株式 892,103 234 34,000 858,337 

合計 892,103 234 34,000 858,337 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 291 20 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に記載されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定      2,287百万円

有価証券  0 

現金及び現金同等物      2,287 

現金及び預金勘定      2,156百万円

有価証券  0 

現金及び現金同等物      2,157 

現金及び預金勘定     2,120 百万円

有価証券 0  

現金及び現金同等物      2,120  
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  (リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定資産
その他 

2,160 1,113 1,046 

無形固定資産 187 80 106 

合計 2,347 1,194 1,152 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
その他 

2,163 1,106 1,057

無形固定資産 187 118 68

合計 2,350 1,224 1,126

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額 
(百万円)

有形固定資産
その他 

2,227 1,183 1,044

無形固定資産 187 99 87

合計 2,414 1,283 1,131

（注） 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 421百万円

１年超 731 

合計 1,152 

１年内 403百万円

１年超  722 

合計 1,126 

１年内  413百万円

１年超  718 

合計 1,131 

（注） 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。 

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料  229百万円

減価償却費相当額  229百万円

支払リース料  235百万円

減価償却費相当額 235百万円

支払リース料  440百万円

減価償却費相当額  440百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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 （有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、下落率が30％以上の株式について著しく下落したものと判断しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年内 2,374百万円

１年超 22,896 

合計 25,271 

１年内 2,495百万円

１年超 24,647 

合計 27,142 

１年内 2,518百万円

１年超 25,706 

合計 28,225 

（貸主側） 

未経過リース料 

（貸主側） 

未経過リース料 

（貸主側） 

未経過リース料 

１年内 122百万円

１年超  611 

合計 733 

１年内      195百万円

１年超  841 

合計 1,037 

１年内     208百万円

１年超  928 

合計 1,137 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 450 1,152 702 

(2）債券       

国債・地方債等 29 29 △0 

社債 － － － 

その他 29 31 1 

(3）その他 － － － 

合計 510 1,214 703 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 7 
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（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、下落率が30％以上の株式について著しく下落したものと判断しております。 

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18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注） 減損処理にあたっては、下落率が30％以上の株式について著しく下落したものと判断しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 450 1,312 862 

(2）債券       

国債・地方債等 29 29 0 

社債 － － － 

その他 29 30 0 

(3）その他 － － － 

合計 510 1,373 863 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 7 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 450 1,508 1,058 

(2）債券       

国債・地方債等 29 29 △0 

社債 － － － 

その他 29 30 0 

(3）その他 － － － 

合計 510 1,568 1,058 

連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 7 
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 （デリバティブ取引） 

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 （セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （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．各区分の主な商品 

家電事業     家電・情報・通信・エンタテインメント商品等 

リサイクル事業  一般家庭用品・ＡＶ・パソコン等 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （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．各区分の主な商品 

家電事業     家電・情報・通信・エンタテインメント商品等 

リサイクル事業  一般家庭用品・ＡＶ・パソコン等 

  
家電事業 
（百万円） 

リサイクル事
業（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 52,613 1,147 53,761 － 53,761 

(2）セグメント間の売上高又は

振替高 
1 － 1 (1) － 

計 52,614 1,147 53,762 (1) 53,761 

営業費用 52,294 1,075 53,369 (1) 53,368 

営業利益 320 72 393 － 393 

  
家電事業 
（百万円） 

リサイクル事
業（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 51,197 1,226 52,423 － 52,423 

(2）セグメント間の売上高又は

振替高 
4 － 4 (4)  － 

計 51,201 1,226 52,428 (4)  52,423 

営業費用 51,123 1,239 52,363 (4)  52,358 

営業利益又は営業損失（△） 78 △12 65 － 65 
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前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （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．各区分の主な商品 

家電事業     家電・情報・通信・エンタテインメント商品等 

リサイクル事業  一般家庭用品・ＡＶ・パソコン等 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社およ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 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
家電事業 
（百万円） 

リサイクル事
業（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 116,276 2,335 118,612 － 118,612 

(2）セグメント間の売上高又は

振替高 
3 － 3 (3)  － 

計 116,280 2,335 118,616 (3)  118,612 

営業費用 114,840 2,250 117,091 (3)  117,087 

営業利益 1,439 85 1,524 － 1,524 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 

(2)その他 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額   1,327.35円

１株当たり中間純利益     20.23円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
     20.18円

１株当たり純資産額 1,406.09円

１株当たり中間純利益 24.94円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
24.93円

１株当たり純資産額   1,412.41円

１株当たり当期純利益      89.35円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
    89.15円

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 299 363 1,330 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 10 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）  （－）  (10)  

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
299 363 1,320 

期中平均株式数（千株） 14,803 14,580 14,775 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
      

中間（当期）純利益調整額(百万円） － － － 

普通株式増加数(千株） 38 6 33 

（うち自己株式取得方式によるスト

ックオプション(千株）） 
 (38)  (6)  (33) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

───── ───── ───── 
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５．販売及び仕入の状況 

１．事業別売上高 

２．事業別仕入高 

 売上高（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

家電事業     

Ⅰ 家電商品 23,025 45.0  99.7 

一般家電商品 7,461 14.6  101.5 

季節・冷蔵庫商品 4,981 9.7  90.6 

ビジュアル商品 8,787 17.2  108.0 

オーディオ商品 1,795 3.5  85.2 

Ⅱ 情報・通信商品 20,976 41.0  92.3 

Ⅲ エンタテインメント商品 5,326 10.4  105.5 

Ⅳ その他 1,868 3.6  107.6 

商品別売上高合計 51,197 100.0 97.7 97.3 

リサイクル事業 1,226  2.3 106.9 

連結売上高 52,423  100.0 97.5 

 仕入高（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

家電事業     

Ⅰ 家電商品 18,066 44.2  98.5 

一般家電商品 5,487 13.4  100.3 

季節・冷蔵庫商品 4,126 10.1  91.8 

ビジュアル商品 7,126 17.4  106.2 

オーディオ商品 1,325 3.3  79.6 

Ⅱ 情報・通信商品 17,092 41.8  91.9 

Ⅲ エンタテインメント商品 4,272 10.5  108.5 

Ⅳ その他 1,443 3.5  98.4 

商品別仕入高合計 40,874 100.0 98.9 97.4 

リサイクル事業 473  1.1 120.1 

連結仕入高 41,347  100.0 97.6 
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