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平成19年９月期　中間決算短信（非連結）の
一部修正及び業績予想の修正に関するお知らせ

 

平成19年５月30日に公表いたしました、平成19年９月期中間決算短信（非連結）及び業績予想につきまして、下記のと

おり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

 

１．修正理由 

　当社は平成19年５月30日付で、「その他の関係会社」である株式会社クインランドに対する貸付金のうち10

億円を平成19年４月27日に返済を受け、平成19年５月30日現在における同社に対する貸付金等残高３億60百万

円ついて、同社より提供を受けている担保株式の担保評価を参考に当社監査法人と協議を行った結果、当中間

決算において同社に対する貸付金等に対して貸倒引当金繰入額として特別損失に３億60百万円計上し、発表い

たしましたが、本日、同社より貸付金等残高３億60百万円の全額返済を受けたことを受け、再度当社監査法人

と協議を行い、貸付金等の評価を見直しを実施いたしました。その結果、特別損失として計上しておりました

貸倒引当金繰入額３億60百万円を取消し、同債権に関する受取利息39百万円の修正を行うとともに、繰延税金

資産の回収可能性を再度見直し、法人税等調整額についても修正いたしました。

 

２．修正箇所 

　修正箇所につきましては、下線を付記しております。 

 

３．業績予想の修正に関して 

　通期業績予想の修正に関しては、当中間決算の修正によるものであります。 
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【修正前】 平成19年９月期　中間決算短信（非連結）  
平成19年５月30日

上場会社名 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 上場取引所 ＪＱ

コード番号 ７６３３ ＵＲＬ　http://www.nestage.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役 （氏名）小櫻　尚司

問合せ先責任者　（役職名）専務取締役 （氏名）許田　周一 ＴＥＬ　（06）6849－5499

半期報告書提出予定日 平成19年６月28日 配当支払開始予定日  ―――――

（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月中間期の業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 22,949 65.8 33 △84.5 5 △97.3 △680 （－）

18年３月中間期 13,839 28.5 217 22.9 210 18.4 △118 （－）

18年９月期 27,871 56.7 427 125.4 413 153.0 0 （－）

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

円 銭 円 銭

19年３月中間期 △24 94 － －

18年３月中間期 △5 45 － －

18年９月期 0 02 0 02

（参考）持分法投資損益 19年３月中間期 －百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

(2）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

19年３月中間期 8,542 1,030 12.1 37 74

18年３月中間期 11,409 1,591 14.0 58 45

18年９月期 9,721 1,710 17.6 62 72

（参考）自己資本 19年３月中間期 1,030百万円 18年３月中間期 1,591百万円 18年９月期 1,710百万円

(3）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

19年３月中間期 △1,054 659 △413 519

18年３月中間期 － － － －

18年９月期 － － － －

 （注）平成18年９月期までは、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたが連結子会社がなくなったため、平

成19年３月中間期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しており、平成18年３月期中間期及び平成18年９月期のキャッ

シュ・フローの状況の記載は省略しております。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

18年９月期 － － － － － － － － － －

19年９月期（実績） － － － － － － － －   

19年９月期（予想） － － － － － － － － － －

３．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 40,148 44.0 64 △85.0 2 △99.4 △693 － △25 42
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【修正後】 平成19年９月期　中間決算短信（非連結）  
平成19年５月30日

上場会社名 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 上場取引所 ＪＱ

コード番号 ７６３３ ＵＲＬ　http://www.nestage.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役 （氏名）小櫻　尚司

問合せ先責任者　（役職名）専務取締役 （氏名）許田　周一 ＴＥＬ　（06）6849－5499

半期報告書提出予定日 平成19年６月29日 配当支払開始予定日  ―――――

（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月中間期の業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 22,949 65.8 33 △84.4 45 △78.5 △219 （－）

18年３月中間期 13,839 28.5 217 22.9 210 18.4 △118 （－）

18年９月期 27,871 56.7 427 125.4 413 153.0 0 （－）

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

円 銭 円 銭

19年３月中間期 △8 04 － －

18年３月中間期 △5 45 － －

18年９月期 0 02 0 02

（参考）持分法投資損益 19年３月中間期 －百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 －百万円

(2）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

19年３月中間期 9,003 1,491 16.6 54 64

18年３月中間期 11,409 1,591 14.0 58 45

18年９月期 9,721 1,710 17.6 62 72

（参考）自己資本 19年３月中間期 1,491百万円 18年３月中間期 1,591百万円 18年９月期 1,710百万円

(3）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

19年３月中間期 △1,054 659 △413 519

18年３月中間期 － － － －

18年９月期 － － － －

 （注）平成18年９月期までは、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたが連結子会社がなくなったため、平

成19年３月中間期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しており、平成18年３月期中間期及び平成18年９月期のキャッ

シュ・フローの状況の記載は省略しております。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

18年９月期 － － － － － － － － － －

19年９月期（実績） － － － － － － － －   

19年９月期（予想） － － － － － － － － － －

３．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 40,148 44.0 64 △85.0 42 △89.8 △232 － △8 52
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１．経営成績（Ｐ3～5）
(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の概況 

　　　【修正前】

　当中間会計期間における我が国経済は、企業間格差はあるものの、堅調な企業収益を背景に設備投資も回復基調

にあり景気は底堅く推移いたしました。

　このような環境のもと、当社におきましては、前会計年度における旧株式会社アクトとの合併及びＴＶゲーム

ショップ「ＣＯＭＧ！（コング）」、「ギャングスター」のＦＣ営業権の取得等により、ＴＶゲーム販売店網が飛

躍的に拡大したことに加え「ニンテンドーＤＳ」商品のヒットや新型ハード「Ｗｉｉ」「ＰＳ３」の登場により当

中間会計期間の売上高は229億49百万円となりました。（前年同期比65.8％増）

　売上総利益につきましては、22億81百万円（前年同期比39.5％増）となりましたが、売上総利益率は、新型ハー

ド機を中心とする新品ゲームの販売が順調であったことから前年同期比1.9％減少しました。

　販売費及び一般管理費につきましては、売上増加に伴う物流費をはじめとする営業費用の増加に加え、新規出店

に伴う地代家賃等の増加、合併に伴う人件費他諸経費の増加等により前年同期比８億30百万円増加（前年同期比

58.6％増）しました。その結果、当中間会計期間の営業利益は、33百万円（前年同期比84.5％減）、経常利益は、

５百万円（前年同期比97.3％減）となりました。さらに、親会社（平成19年４月27日時点で「その他関係会社」に

変更）に対する貸付金等に対して３億60百万円の貸倒引当金繰入額を特別損失に計上したほか、繰延税金資産の回

収可能性の見直しによる法人税等調整額の増加等により当中間純損失は６億80百万円（前年同期は１億18百万円の

中間純損失）となりました。

　　　【修正後】

　当中間会計期間における我が国経済は、企業間格差はあるものの、堅調な企業収益を背景に設備投資も回復基調

にあり景気は底堅く推移いたしました。

　このような環境のもと、当社におきましては、前会計年度における旧株式会社アクトとの合併及びＴＶゲーム

ショップ「ＣＯＭＧ！（コング）」、「ギャングスター」のＦＣ営業権の取得等により、ＴＶゲーム販売店網が飛

躍的に拡大したことに加え「ニンテンドーＤＳ」商品のヒットや新型ハード「Ｗｉｉ」「ＰＳ３」の登場により当

中間会計期間の売上高は229億49百万円となりました。（前年同期比65.8％増）

　売上総利益につきましては、22億81百万円（前年同期比39.5％増）となりましたが、売上総利益率は、新型ハー

ド機を中心とする新品ゲームの販売割合が増加したため、前年同期比1.9％減少しました。

　販売費及び一般管理費につきましては、売上増加に伴う物流費をはじめとする営業費用の増加に加え、新規出店

に伴う地代家賃等の増加、合併に伴う人件費他諸経費の増加等により前年同期比８億30百万円増加（前年同期比

58.6％増）しました。その結果、当中間会計期間の営業利益は33百万円（前年同期比84.4％減）、経常利益は45百

万円（前年同期比78.5％減）となりました。さらに、賞与引当金戻入益28,968千円及び一部店舗の減損損失19,316

千円等の計上をしたほか、繰延税金資産の回収可能性の見直しによる法人税等調整額の増加等により当中間純損失

は２億19百万円（前年同期は１億18百万円の中間純損失）となりました。
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 ③通期の見通し

　　　【修正前】

　平成19年９月期中間会計期間において、売上高、経常利益、当期利益が共に当初計画を大幅に下回ったことから、

平成19年９月期下期につきましては、営業力の強化に加え不採算店舗と不採算事業の見直しならびに販管費等の大

幅コスト削減を行い収益改善に取り組んでまいります。営業力の強化につきましては、他社アライアンス等による

新規出店に加え、引き続き好調が予想される任天堂商品の販売強化と中古ゲームの拡販に注力してまいります。Ｔ

Ｖゲーム直営店舗の一部不採算店舗につきましては、出店形態の見直しや店舗閉鎖を迅速に決定・実行し単店黒字

化を目指します。また、新規事業の中で不採算な事業につきましては、事業モデルの抜本的な見直しを行い、事業

運営方針の転換とコスト削減を中心に改革・改善を行います。さらに、全社固定費を中心に経費の大幅な削減を計

画しております。以上の結果、平成19年９月期通期といたしましては、売上高401億48百万円、経常利益２百万円、

当期純損失６億93百万円となる見通しです。

　また、新たに主要株主となりましたジェイオーグループホールディングス株式会社とのシナジーを最大限追求し、

同社グループで既に展開しております携帯電話販売代理店事業を当社店舗においても取組んでいくなど、両社によ

る業務提携にも着手し、収益面の強化に努めてまいる所存です。

　　　【修正後】

　平成19年９月期中間会計期間において、売上高、経常利益、当期利益が共に当初計画を大幅に下回ったことから、

平成19年９月期下期につきましては、営業力の強化に加え不採算店舗と不採算事業の見直しならびに販管費等の大

幅コスト削減を行い収益改善に取り組んでまいります。営業力の強化につきましては、他社アライアンス等による

新規出店に加え、引き続き好調が予想される任天堂商品の販売強化と中古ゲームの拡販に注力してまいります。Ｔ

Ｖゲーム直営店舗の一部不採算店舗につきましては、出店形態の見直しや店舗閉鎖を迅速に決定・実行し単店黒字

化を目指します。また、新規事業の中で不採算な事業につきましては、事業モデルの抜本的な見直しを行い、事業

運営方針の転換とコスト削減を中心に改革・改善を行います。さらに、全社固定費を中心に経費の大幅な削減を計

画しております。以上の結果、平成19年９月期通期といたしましては、売上高401億48百万円、経常利益42百万円、

当期純損失２億32百万円となる見通しです。

　また、新たに主要株主となりましたジェイオーグループホールディングス株式会社とのシナジーを最大限追求し、

同社グループで既に展開しております携帯電話販売代理店事業を当社店舗においても取組んでいくなど、両社によ

る業務提携にも着手し、収益面の強化に努めてまいる所存です。
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(2）財政状態に関する分析

　　【修正前】

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、投資活動によるキャッシュ・フローによる資金

の増加がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少により前

事業年度末に比べて８億７百万円減少し、５億19百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間は税引前中間純損失が３億75百万円であり、貸倒引当金の増加３億97百万円及び減価償却費１億29

百万円であったが、売上債権の増加６億57百万円及びたな卸資産の増加４億51百万円などにより、営業活動による

キャッシュ・フローは10億54百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における投資活動としては、のれん取得による支出97百万円、定期預金の預入による支出43百万円

などがありましたが、定期預金の払い戻しによる収入４億68百万円、投資有価証券の売却による収入４億５百万円な

どにより、投資活動におけるキャッシュ・フローは６億59百万円の増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における財務活動としては、長期借入金の返済による支出５億30百万円などにより、財務活動にお

けるキャッシュ・フローは４億13百万円の減少となりました。

　　【修正後】

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、投資活動によるキャッシュ・フローによる資金

の増加がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少により前

事業年度末に比べて８億７百万円減少し、５億19百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間は税引前中間純利益が24百万円であり、減価償却費１億29百万円でありましたが、売上債権の増加

６億57百万円及びたな卸資産の増加４億51百万円などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは10億54百万円の

減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における投資活動としては、のれん取得による支出97百万円、定期預金の預入による支出43百万円

などがありましたが、定期預金の払い戻しによる収入４億68百万円、投資有価証券の売却による収入４億５百万円な

どにより、投資活動におけるキャッシュ・フローは６億59百万円の増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における財務活動としては、長期借入金の返済による支出５億30百万円などにより、財務活動にお

けるキャッシュ・フローは４億13百万円の減少となりました。

３．経営方針（Ｐ10）
(6）親会社に関する事項

 　　③関連当事者（親会社等）との取引

　　　 【修正前】

 　　　　当社は業務の必要に応じて親会社との取引を行なう場合には、他の取引先と同等の取引条件により取引を行なう

ことを基本方針としております。なお、当社では、一定の利害関係を有する者と取引を行なう場合には、取締役会

にて取引の必然性及び取引条件の妥当性を検討した上で、取引承認の最終意思決定を行い、経営の独立性の確保に

努めております。また、当社は株式会社クインランドに対して平成19年３月31日現在、貸付金残高等が13億60百万

円ありましたが、その後10億円の返済を受け、平成19年５月30日現在での貸付金残高等は３億60百万円となってお

ります。また、当中間期において同社に対する平成19年５月30日現在の貸付金残高等と同額を貸倒引当金繰入とし

て特別損失に計上しております。

 

　　　 【修正後】

 　　　　当社は業務の必要に応じて親会社との取引を行なう場合には、他の取引先と同等の取引条件により取引を行なう

ことを基本方針としております。なお、当社では、一定の利害関係を有する者と取引を行なう場合には、取締役会

にて取引の必然性及び取引条件の妥当性を検討した上で、取引承認の最終意思決定を行い、経営の独立性の確保に

努めております。また、当社は株式会社クインランドに対して平成19年３月31日現在、貸付金残高等が13億60百万

円ありましたが、その後10億円の返済を受け、平成19年５月30日現在での貸付金残高等は３億60百万円となってお

ります。

－ 6 －



（1）中間貸借対照表（Ｐ11～13）

【修正前】

  
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 5,131,796   736,352   1,969,049   

２．受取手形  735   －   －   

３．売掛金 ※２ 2,300,082   2,120,611   1,480,177   

４．たな卸資産  1,506,383   2,175,009   1,723,703   

５．繰延税金資産  311,762   －   265,820   

６．短期貸付金  12,371   －   1,800,000   

７．その他  369,777   439,709   525,509   

貸倒引当金  △30,154   △42,914   △17,012   

流動資産合計   9,602,752 84.2  5,428,768 63.5  7,747,248 79.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築
物

※２ 184,850   153,280   165,546   

(2）土地 ※２ 103,353   103,353   103,353   

(3）その他  74,172   70,793   73,579   

有形固定資産合
計

 362,377   327,428   342,480   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  249,045   193,883   232,294   

(2）その他  160,641   467,461   424,774   

無形固定資産合
計

 409,686   661,344   657,069   

３．投資その他の資
産

          

(1）投資有価証券 ※２ 97,654   94,528   94,786   

(2）長期差入保証
金

 632,437   715,607   572,407   

(3）破産更生等債
権

 －   1,658,411   299,237   

(4）その他 ※２ 381,097   306,270   282,941   

貸倒引当金  △83,761   △654,500   △282,727   

投資その他の資
産合計

 1,027,427   2,120,317   966,645   

固定資産合計   1,799,492 15.8  3,109,091 36.4  1,966,195 20.2

Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行費  2,150   3,054   4,549   

２．新株発行費  4,740   1,665   3,203   

繰延資産合計   6,890 0.0  4,719 0.1  7,752 0.1

資産合計   11,409,135 100.0  8,542,578 100.0  9,721,196 100.0

           

－ 7 －



  
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金 ※２ 2,419,116   1,808,848   1,870,915   

２．短期借入金 ※２ 4,037,000   3,121,720   2,865,000   

３．一年以内償還予
定社債

※２ 220,000   280,000   280,000   

４．一年以内返済予
定長期借入金

※２ 842,811   628,290   911,240   

５．未払法人税等  16,625   21,346   24,676   

６．賞与引当金  86,441   70,906   121,782   

７．事業損失引当金  350,000   －   －   

８．その他 ※４ 264,036   291,483   213,804   

流動負債合計   8,236,031 72.2  6,222,594 72.8  6,287,419 64.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※２ 430,000   420,000   560,000   

２．長期借入金 ※２ 489,250   217,300   465,160   

３．預り保証金  641,445   570,649   635,349   

４．繰延税金負債  6,581   76,834   52,872   

５．その他  14,088   5,190   9,639   

固定負債合計   1,581,365 13.8  1,289,974 15.1  1,723,021 17.7

負債合計   9,817,397 86.0  7,512,568 87.9  8,010,440 82.4

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,233,030 10.8  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  828,214   －   －   

２．その他資本剰余
金

 581   －   －   

資本剰余金合計   828,795 7.3  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  2,700   －   －   

２．中間未処理損失  474,754   －   －   

利益剰余金合計   △472,054 △4.1  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  9,589 0.1  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △7,623 △0.1  － －  － －

資本合計   1,591,737 14.0  － －  － －

負債資本合計   11,409,135 100.0  － －  － －

           

－ 8 －



  
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,233,030 14.4  1,233,030 12.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   471,014   828,214   

(2）その他資本剰
余金

 －   1,138   1,071   

資本剰余金合計   － －  472,153 5.5  829,285 8.5

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   －   2,700   

(2）その他利益剰
余金

          

繰越利益剰余
金

 －   △676,340   △355,839   

利益剰余金合計   － －  △676,340 △7.9  △353,139 △3.6

４．自己株式   － －  △4,419 △0.0  △5,131 △0.1

株主資本合計   － －  1,024,424 12.0  1,704,045 17.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
評価差額金

  － －  5,585 0.1  6,710 0.1

評価・換算差額等
合計

  － －  5,585 0.1  6,710 0.1

純資産合計   － －  1,030,010 12.1  1,710,756 17.6

負債純資産合計   － －  8,542,578 100.0  9,721,196 100.0

           

 

－ 9 －



【修正後】

  
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 5,131,796   736,352   1,969,049   

２．受取手形  735   －   －   

３．売掛金 ※２ 2,300,082   2,120,611   1,480,177   

４．たな卸資産  1,506,383   2,175,009   1,723,703   

５．繰延税金資産  311,762   61,181   265,820   

６．短期貸付金  12,371   －   －   

７．親会社短期貸付
金

 －   1,356,124   1,800,000   

８．その他  369,777   483,420   525,509   

貸倒引当金  △30,154   △42,914   △17,012   

流動資産合計   9,602,752 84.2  6,889,784 76.5  7,747,248 79.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築
物

※２ 184,850   153,280   165,546   

(2）土地 ※２ 103,353   103,353   103,353   

(3）その他  74,172   70,793   73,579   

有形固定資産合
計

 362,377   327,428   342,480   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  249,045   193,883   232,294   

(2）その他  160,641   467,461   424,774   

無形固定資産合
計

 409,686   661,344   657,069   

３．投資その他の資
産

          

(1）投資有価証券 ※２ 97,654   94,528   94,786   

(2）長期差入保証
金

 632,437   715,607   572,407   

(3）その他 ※２ 381,097   604,241   582,178   

貸倒引当金  △83,761   △294,060   △282,727   

投資その他の資
産合計

 1,027,427   1,120,317   966,645   

固定資産合計   1,799,492 15.8  2,109,091 23.4  1,966,195 20.2

Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行費  2,150   3,054   4,549   

２．新株発行費  4,740   1,665   3,203   

繰延資産合計   6,890 0.0  4,719 0.1  7,752 0.1

資産合計   11,409,135 100.0  9,003,594 100.0  9,721,196 100.0

           

－ 10 －



  
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金 ※２ 2,419,116   1,808,848   1,870,915   

２．短期借入金 ※２ 4,037,000   3,121,720   2,865,000   

３．一年以内償還予
定社債

※２ 220,000   280,000   280,000   

４．一年以内返済予
定長期借入金

※２ 842,811   628,290   911,240   

５．未払法人税等  16,625   21,207   24,676   

６．賞与引当金  86,441   70,906   121,782   

７．事業損失引当金  350,000   －   －   

８．その他 ※４ 264,036   291,483   213,804   

流動負債合計   8,236,031 72.2  6,222,455 69.1  6,287,419 64.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※２ 430,000   420,000   560,000   

２．長期借入金 ※２ 489,250   217,300   465,160   

３．預り保証金  641,445   570,649   635,349   

４．繰延税金負債  6,581   76,834   52,872   

５．その他  14,088   5,190   9,639   

固定負債合計   1,581,365 13.8  1,289,974 14.3  1,723,021 17.7

負債合計   9,817,397 86.0  7,512,429 83.4  8,010,440 82.4

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,233,030 10.8  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  828,214   －   －   

２．その他資本剰余
金

 581   －   －   

資本剰余金合計   828,795 7.3  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  2,700   －   －   

２．中間未処理損失  474,754   －   －   

利益剰余金合計   △472,054 △4.1  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  9,589 0.1  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △7,623 △0.1  － －  － －

資本合計   1,591,737 14.0  － －  － －

負債資本合計   11,409,135 100.0  － －  － －

           

－ 11 －



  
前中間会計期間末

（平成18年３月31日）
当中間会計期間末

（平成19年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,233,030 13.7  1,233,030 12.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   471,014   828,214   

(2）その他資本剰
余金

 －   1,138   1,071   

資本剰余金合計   － －  472,153 5.2  829,285 8.5

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   －   2,700   

(2）その他利益剰
余金

          

繰越利益剰余
金

 －   △215,185   △355,839   

利益剰余金合計   － －  △215,185 △2.4  △353,139 △3.6

４．自己株式   － －  △4,419 △0.0  △5,131 △0.1

株主資本合計   － －  1,485,579 16.5  1,704,045 17.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
評価差額金

  － －  5,585 0.1  6,710 0.1

評価・換算差額等
合計

  － －  5,585 0.1  6,710 0.1

純資産合計   － －  1,491,164 16.6  1,710,756 17.6

負債純資産合計   － －  9,003,594 100.0  9,721,196 100.0

           

－ 12 －



（2）中間損益計算書（Ｐ14）

【修正前】

  
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,839,136 100.0  22,949,624 100.0  27,871,847 100.0

Ⅱ　売上原価   12,204,172 88.2  20,668,188 90.1  24,028,852 86.2

返品調整引当金調整
前売上総利益

  1,634,964 11.8  2,281,436 9.9  3,842,995 13.8

 返品調整引当金繰入
額

  － －  75 0.0  1,445 0.0

売上総利益   1,634,964 11.8  2,281,360 9.9  3,841,549 13.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,417,220 10.2  2,247,505 9.8  3,413,734 12.3

営業利益   217,743 1.6  33,855 0.1  427,814 1.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  31,867 0.2  42,092 0.2  69,725 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  38,816 0.3  70,156 0.3  83,649 0.3

経常利益   210,795 1.5  5,791 0.0  413,891 1.5

Ⅵ　特別利益 ※３  64,659 0.5  29,186 0.2  153,959 0.6

Ⅶ　特別損失
※４、
５

 587,436 4.3  410,552 1.8  656,317 2.4

税引前中間純利益
（△は税引前中間
（当期）純損失）

  △311,981 △2.3  △375,574 △1.6  △88,466 △0.3

法人税、住民税及び
事業税

 6,228   14,271   16,620   

法人税等調整額  △199,891 △193,662 △1.4 290,554 304,826 1.4 △105,683 △89,062 △0.3

中間（当期）純利益
（△は中間純損失）

  △118,318 △0.9  △680,400 △3.0  596 0.0

前期繰越利益   10,225   －   －  

合併による未処理損
失受入額

  366,661   －   －  

中間未処理損失   474,754   －   －  
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【修正後】 

  
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,839,136 100.0  22,949,624 100.0  27,871,847 100.0

Ⅱ　売上原価   12,204,172 88.2  20,668,188 90.1  24,028,852 86.2

返品調整引当金調整
前売上総利益

  1,634,964 11.8  2,281,436 9.9  3,842,995 13.8

 返品調整引当金繰入
額

  － －  75 0.0  1,445 0.0

売上総利益   1,634,964 11.8  2,281,360 9.9  3,841,549 13.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,417,220 10.2  2,247,366 9.8  3,413,734 12.3

営業利益   217,743 1.6  33,994 0.1  427,814 1.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  31,867 0.2  81,487 0.4  69,725 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  38,816 0.3  70,156 0.3  83,649 0.3

経常利益   210,795 1.5  45,325 0.2  413,891 1.5

Ⅵ　特別利益 ※３  64,659 0.5  29,186 0.1  153,959 0.6

Ⅶ　特別損失
※４、
５

 587,436 4.3  50,112 0.2  656,317 2.4

税引前中間純利益
（△は税引前中間
（当期）純損失）

  △311,981 △2.3  24,399 0.1  △88,466 △0.3

法人税、住民税及び
事業税

 6,228   14,271   16,620   

法人税等調整額  △199,891 △193,662 △1.4 229,373 243,645 1.1 △105,683 △89,062 △0.3

当期純利益（△は中
間純損失）

  △118,318 △0.9  △219,245 △1.0  596 0.0

前期繰越利益   10,225   －   －  

合併による未処理損
失受入額

  366,661   －   －  

中間未処理損失   474,754   －   －  
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（3）中間株主資本等変動計算書（Ｐ15）

【修正前】

当中間会計期間（自　平成18年10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

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,233,030 828,214 1,071 829,285 2,700 △355,839 △353,139 △5,131 1,704,045

中間会計期間中の変動額          

欠損補填  △357,200  △357,200 △2,700 359,900 357,200  －

中間純損失      △680,400 △680,400  △680,400

自己株式の処分   67 67    712 780

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △357,200 67 △357,132 △2,700 △320,500 △323,200 712 △679,620

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,233,030 471,014 1,138 472,153 － △676,340 △676,340 △4,419 1,024,424

 

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18年９月30日　残高
（千円）

6,710 6,710 1,710,756

中間会計期間中の変動額    

欠損補填   －

中間純損失   △680,400

自己株式の処分   780

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△1,125 △1,125 △1,125

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,125 △1,125 △680,746

平成19年３月31日　残高
（千円）

5,585 5,585 1,030,010

－ 15 －



【修正後】

当中間会計期間（自　平成18年10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

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,233,030 828,214 1,071 829,285 2,700 △355,839 △353,139 △5,131 1,704,045

中間会計期間中の変動額          

欠損補填  △357,200  △357,200 △2,700 359,900 357,200  －

中間純損失      △219,245 △219,245  △219,245

自己株式の処分   67 67    712 780

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △357,200 67 △357,132 △2,700 140,654 137,954 712 △218,465

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,233,030 471,014 1,138 472,153 － △215,185 △215,185 △4,419 1,485,579

 

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18年９月30日　残高
（千円）

6,710 6,710 1,710,756

中間会計期間中の変動額    

欠損補填   －

中間純損失   △219,245

自己株式の処分   780

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△1,125 △1,125 △1,125

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,125 △1,125 △219,591

平成19年３月31日　残高
（千円）

5,585 5,585 1,491,164
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（4）中間キャッシュ・フロー計算書（Ｐ17）

【修正前】

  
当中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前中間純損失  △375,574

減価償却費  129,058

長期前払費用償却  1,556

社債発行費償却  1,495

新株発行費償却  1,537

貸倒引当金の増加額  397,674

賞与引当金の減少額  △50,875

返品調整引当金の減
少額

 △1,370

固定資産売却益  △217

店舗等閉鎖損失  167

減損損失  19,316

売上債権の増加額  △657,659

たな卸資産の増加額  △451,305

仕入債務の減少額  △62,066

受取利息及び受取配
当金

 △5,242

支払利息  49,846

前払年金費用の増加
額

 △6,128

預り保証金の減少額  △64,700

その他  82,072

小計  △992,415

利息及び配当金の受
取額

 5,242

利息の支払額  △47,588

法人税等の支払額  △19,342

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,054,103

   

 
（後略） 
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【修正後】

  
当中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前中間純利益  24,399

減価償却費  129,058

長期前払費用償却  1,556

社債発行費償却  1,495

新株発行費償却  1,537

貸倒引当金の増加額  37,234

賞与引当金の減少額  △50,875

返品調整引当金の減
少額

 △1,370

固定資産売却益  △217

店舗等閉鎖損失  167

減損損失  19,316

売上債権の増加額  △657,659

たな卸資産の増加額  △451,305

仕入債務の減少額  △62,066

受取利息及び受取配
当金

 △44,637

支払利息  49,846

前払年金費用の増加
額

 △6,128

預り保証金の減少額  △64,700

その他  81,933

小計  △992,415

利息及び配当金の受
取額

 5,242

利息の支払額  △47,588

法人税等の支払額  △19,342

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,054,103

   

 
（後略） 
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 表示方法の変更（Ｐ23）

【修正前】

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

────── （中間貸借対照表）

 「破産更生等債権」は、前中間会計期間まで、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。

なお、前中間会計期間における「破産更生等債権」の

金額は50,626千円であります。

 

【修正後】

　該当事項が無くなりましたので、削除致しました。
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（中間損益計算書関係）（Ｐ25）

【修正前】

項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．営業外収益の主要項目    

 受取利息 8,013千円

受取手数料 3,744千円

保険解約返戻金 15,152千円

受取利息 4,854千円

保険解約返戻金 23,153千円

受取利息 25,779千円

受取手数料 6,958千円

 保険解約返戻金 25,714千円 

（中略）

※４．特別損失の主要項目    

 関係会社株式評価損

㈱ウェブベース 64,559千円

　計 64,559

店舗等閉鎖損失 3,181千円

減損損失 19,316千円

貸倒引当金繰入額 360,439千円

関係会社株式評価損

㈱ウェブベース 64,559千円

　計 64,559

 投資有価証券評価

損
23,204千円

役員退職慰労金 100,000千円

事業損失引当金繰

入額
350,000千円

減損損失 49,461千円

事業再編損失

支払手数料 26,824千円

計 26,824

固定資産除却損

建物 2,427千円

器具備品 679　   

　計 3,107

 事業再編損失

子会社整理損失 161,014千円

　計 161,014

（後略）

【修正後】

項目
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．営業外収益の主要項目    

 受取利息 8,013千円

受取手数料 3,744千円

保険解約返戻金 15,152千円

受取利息 44,249千円

保険解約返戻金 23,153千円

受取利息 25,779千円

受取手数料 6,958千円

 保険解約返戻金 25,714千円 

（中略）

※４．特別損失の主要項目    

 関係会社株式評価損

㈱ウェブベース 64,559千円

　計 64,559

店舗等閉鎖損失 3,181千円

減損損失 19,316千円

事業再編損失 26,824千円

関係会社株式評価損

㈱ウェブベース 64,559千円

　計 64,559

 投資有価証券評価

損
23,204千円

役員退職慰労金 100,000千円

事業損失引当金繰

入額
350,000千円

減損損失 49,461千円

固定資産除却損

建物 2,427千円

器具備品 679　   

　計 3,107

 事業再編損失

子会社整理損失 161,014千円

　計 161,014

（後略）
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（１株当たり情報）（Ｐ30）

【修正前】

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 58円45銭

１株当たり中間純損失 ５円45銭

１株当たり純資産額 37円74銭

１株当たり中間純損失 24円94銭

１株当たり純資産額 62円72銭

１株当たり当期純利益 　２銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
２銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されているため記載して

おりません。

当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき３株の分割を行っておりま

す。

当該株式が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間における１

株当たり情報については、以下のとお

りとなります。

１株当たり純資産額 104円49銭

１株当たり中間純利益 ３円24銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
３円22銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されているため記載して

おりません。

 

　（注）　１株当たり中間純損失又は１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり中間純損失又は１株当たり当

期純利益
   

中間純利損失（△）又は当期純利益

（千円）
△118,318 △680,400 596

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は

普通株式に係る当期純利益（千円）
△118,318 △680,400 596

期中平均株式数（株） 21,719,405 27,281,972 24,486,645

    

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － 125,246

（うち新株予約権（株）） (　－) （　－） （125,246）

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

―――――― ―――――― 平成17年12月22日定時

株主総会決議による自

己株式取得方式のス

トック・オプション

（株式の数1,920,000

株）
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【修正後】

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 58円45銭

１株当たり中間純損失 ５円45銭

１株当たり純資産額 54円64銭

１株当たり中間純損失 ８円４銭

１株当たり純資産額 62円72銭

１株当たり当期純利益 　２銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
２銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されているため記載して

おりません。

当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき３株の分割を行っておりま

す。

当該株式が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間における１

株当たり情報については、以下のとお

りとなります。

１株当たり純資産額 104円49銭

１株当たり中間純利益 ３円24銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
３円22銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されているため記載して

おりません。

 

　（注）　１株当たり中間純損失又は１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり中間純損失又は１株当たり当

期純利益
   

中間純利損失（△）又は当期純利益

（千円）
△118,318 △219,245 596

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は

普通株式に係る当期純利益（千円）
△118,318 △219,245 596

期中平均株式数（株） 21,719,405 27,281,972 24,486,645

    

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － 125,246

（うち新株予約権（株）） (　－) （　－） （125,246）

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

―――――― ―――――― 平成17年12月22日定時

株主総会決議による自

己株式取得方式のス

トック・オプション

（株式の数1,920,000

株）

－ 22 －


