
平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日 ～ 平成19年６月30日） 

２．配当の状況 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日 ～ 平成20年３月31日） 

      平成19年8月20日

上場会社名 株式会社シーエスロジネット 上場取引所 大証ヘラクレス市場 S 

コード番号 ２７１０ ＵＲＬ http://www.indis.co.jp/ 

代表者    （役職名） 代表取締役社長 （氏名）金岡 正光 

問合せ先責任者（役職名） 専務取締役（管理担当）（氏名）金岡 昭光 ＴＥＬ （０５２）３５４－７７９７ 

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第１四半期 2,707 △11.5 39 △23.4 81 31.7 75 128.8

19年３月期第１四半期 3,058 △6.4 51 124.0 62 32.8 32 30.6

19年３月期 14,303 － 418 － 460 － 257 －

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

20年３月期第１四半期 15 17 － －

19年３月期第１四半期 6 56 － －

19年３月期 51 72 － －

(2）連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

20年３月期第１四半期 6,421 3,677 57.3 740 53

19年３月期第１四半期 6,767 3,486 51.5 701 89

19年３月期 7,289 3,579 49.1 720 79

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

20年３月期第１四半期 △165 109 △152 1,065 

19年３月期第１四半期 49 △129 △590 955 

19年３月期 467 △221 △598 1,273 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

  円 銭 

19年３月期第１四半期 － － 

20年３月期第１四半期 － － 

  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 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 

中間期 6,700 5.9 175 29.2 200 25.8 120 47.8 24 16

通期 14,700 2.8 410 △2.1 470 2.0 270 4.8 54 37
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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）四半期連結財務諸表の作成基準                      ： 中間連結財務諸表作成基準 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 無 

(4）会計監査人の関与                            ： 無 

５．個別業績の概要（平成19年４月１日 ～ 平成19年６月30日） 

６．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日 ～ 平成20年３月31日） 

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第１四半期 2,707 △11.5 39 △23.4 81 31.8 75 128.7

19年３月期第１四半期 3,058 4.5 51 297.1 62 68.4 32 50.5

19年３月期 14,303 － 422 － 463 － 260 － 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 

20年３月期第１四半期 15 19 

19年３月期第１四半期 6 58 

19年３月期 52 36 

(2）個別財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

20年３月期第１四半期 6,452 3,707 57.5 746 64

19年３月期第１四半期 6,794 3,513 51.7 707 36

19年３月期 7,319 3,609 49.3 726 89

  （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 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 

中間期 6,700 5.9 175 26.5 200 23.6 120 42.7 24 16

通期 14,700 2.8 410 △2.8 470 1.4 270 3.5 54 37

※ 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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益は改善し、個人消費は、持ち直しているというものの、消費者ニーズ

の変化への対応の違いが企業業績に影響を及ぼすことから、企業努力が求められております。 

 当社の事業領域であるエンタテインメント関連市場のうち、映像ソフト市場は、2006年度の映画興行収入において邦

画が洋画を上回り、従来、市場を牽引してきた洋画のヒット作の不足により、ＤＶＤのメーカー生産高が前年を下回る

結果となりました。音楽ソフト市場も、携帯電話向けの配信「着うた」、「着うたフル」を中心に200万ダウンロード

を超すヒットが生まれるようになったものの、ＣＤのメーカー生産高は前年を下回り、厳しい状況で推移しました。ゲ

ーム市場は、引き続き任天堂のＤＳが本体、ソフトともに好調を推移しました。 

 このような中、当社は映像ソフト部門において、レンタル店向けに、当社が総販売元となって販売するＤＶＤの拡売

に引き続き注力することでシェア拡大に努めました。音楽ソフト部門におきましては、新たな売場提案など積極的な営

業活動を行ったものの、携帯型音楽プレーヤーの普及に伴う、レンタル店の在庫強化が一巡したことと、ヒット作が不

足したことから、レンタル用ＣＤの売上高は減少しました。また、コンシューマーゲーム部門におきましては、当社主

力のＰＳ２が成熟期に入ったことと、新機種ＰＳ３の普及にある程度の期間を要することから、売上高は前年同期を下

回りました。 

 以上の結果、当第１四半期における売上高は前年同期比11.5％減の2,707百万円となりました。引き続き経費節減に

努めたことから、販売費及び一般管理費が前年同期比2.7％減となったものの、売上高が減少したことにより営業利益

は前年同期比23.4％減の39百万円となりました。 

 経常利益は、受取配当金の増加などにより前年同期比31.7％増の81百万円となり、退職金制度の変更に伴う退職制度

変更益を特別利益に計上したことから、当期純利益は前年同期比2.28倍の75百万円となりました。 

  

事業のセグメント別売上概況について 

   (1)卸売事業 

①音楽映像ソフト 

当部門の売上高は、映像ソフト部門において、当社が総販売元となって販売するＤＶＤの拡売に引き続き注力し

たものの、５月、６月の発売タイトルが減少したことと、音楽ソフト部門において、携帯型音楽プレーヤーの普及

に伴う、レンタル店の在庫強化が一巡したことと、ヒット作が不足したことから、前年同期比12.6％減の1,819百

万円となりました。  

②コンシューマーゲーム 

当部門は、主力のＰＳ２が成熟期に入ったことと、新機種ＰＳ３の普及には、ある程度の期間を要することか

ら、ＰＳ２の売上高の減少をＰＳ３の売上高の増加ではカバーできないため、売上高の減少を見込んでおり、前年

同期比11.5％減の561百万円となりました。 

③関連商品 

当部門の売上高は、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の録音・録画メディアの売上高の減少により、前年同期比18.3％減

の50百万円となりました。 

④その他 

当部門の売上高は、ゲームソフトメーカー等の物流受託業務を行うＴＰＬ事業の売上高は伸びたものの、その他

の売上高が減少したことにより、前年同期比0.5％減の117百万円となりました。 

 (2)小売事業 

     当部門の売上高は、ゲームの売上高の減少等により前年同期比3.1％減の158百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 「財政状態」 

当第１四半期末の総資産は6,421百万円となり、前連結会計年度末に比べ867百万円の減少となりました。主な要因

は、現金及び預金の減少222百万円、受取手形及び売掛金の減少511百万円及びたな卸資産の減少133百万円による流

動資産の減少額844百万円によります。 

負債の部は2,744百万円となり、965百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少750百万

円、短期借入金の減少100百万円及び未払法人税等の減少114百万円によるものです。 

純資産の部はその他有価証券評価差額金の増加により、97百万円増加しました。 
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 「キャッシュ・フロー」 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前第１四半期純利益125百万円に対し、売上債権の減少による

資金の増加額511百万円とたな卸資産の減少による資金の増加額133百万円があったものの、仕入債務の減少による資

金の減少額750百万円と法人税等の支払額162百万円により、△165百万円となりました。 

(投資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・フローは、固定資産の取得による支出42百万円に対して、投資有価証券の売却による

収入178百万円により、109百万円となりました。  

(財務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・フローは、短期借入金の減少額100百万円、配当金の支払額52百万円により、△152百

万円となりました。 

  

この結果、当第１四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より207百万円

減少した1,065百万円となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

  現時点における今後の業績予想につきましては、平成19年５月18日に発表した数値を修正しておりません。 
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４．(要約)四半期連結財務諸表 

(1）(要約)四半期連結貸借対照表 

  （単位：千円、％）

科目 

注記 

番号 

前第１四半期 

連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

  

当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

  

増減 
前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

 金額 金額 金額 増減率 金額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１.現金及び預金 ※２ 1,012,072 1,141,354   1,364,229

２.受取手形及び売掛金   1,268,918 1,161,369   1,672,626

３.有価証券   38,822 40,188   22,474

４.たな卸資産   1,624,698 1,498,162   1,631,343

５.繰越税金資産   46,558 52,765   52,765

６.その他   148,869 38,707   35,893

貸倒引当金   △5,869 △4,698   △7,445

流動資産合計   4,134,071 3,927,850 △206,221 △5.0 4,771,888

Ⅱ 固定資産     

１.有形固定資産 ※１   

 (1)土地 ※２ 408,338 408,338   408,338

 (2)その他 ※２ 105,773 132,091   104,123

有形固定資産合計   514,111 540,430 26,318 5.1 512,461

２.無形固定資産   35,902 36,864 962 2.7 32,786

３.投資その他の資産     

 (1)投資有価証券   1,212,649 914,612   930,073

 (2)敷金及び保証金   616,691 614,127   614,932

 (3)その他   260,094 393,613   432,526

 貸倒引当金   △6,463 △5,500   △5,294

投資その他の資産合計   2,082,972 1,916,853 △166,119  △8.0 1,972,238

固定資産合計   2,632,985 2,494,148 △138,837 △5.3 2,517,486

資産合計   6,767,057 6,421,998 △345,059 △5.1 7,289,374 
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科目 

注記 

番号 

前第１四半期 

連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

  

当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

  

増減 
前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

 金額 金額 金額 増減率 金額 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１.支払手形及び買掛金 ※２ 2,303,132 1,937,631   2,688,610 

２.短期借入金 ※２ 100,000 200,000   300,000 

３.1年内償還予定社債   100,000 －   －

４.1年内返済予定長期借
入金 

※２ 100,000 －   －

５.未払法人税等    33,566 57,204   171,360 

６.賞与引当金    53,911 53,834   35,522 

７.その他    177,593 149,417   138,837 

流動負債合計   2,868,203 2,398,087 △470,116 △16.4 3,334,330 

Ⅱ 固定負債     

１.退職給付引当金   38,757 －   41,440 

２.役員退職慰労引当金    203,122 217,269   214,019 

３.その他    170,793 129,022   119,951 

固定負債合計   412,673 346,291 △66,382 △16.1 375,412 

負債合計   3,280,877 2,744,379 △536,498 △16.4 3,709,742 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１.資本金   598,510 598,510 －  －  598,510 

２.資本剰余金    545,000 545,000 － －  545,000 

３.利益剰余金    2,436,808 2,674,818 238,009 9.8 2,661,554 

４.自己株式    △91,416 △91,680 △263 0.3 △91,680 

株主資本合計   3,488,902 3,726,649 237,746 6.8 3,713,385 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１.その他有価証券評価差
額金 

  239,104 192,797 △46,306 △19.4 108,074 

２.土地再評価差額金   △241,827 △241,827 －  －  △241,827 

評価・換算差額等合計   △2,723 △49,030 △46,306  －  △133,752 

純資産合計   3,486,179 3,677,619 191,439 5.5 3,579,632 

負債、純資産合計   6,767,057 6,421,998 △345,059 △5.1 7,289,374 
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(2）(要約)四半期連結損益計算書 

  （単位：千円、％）

 科目 

注記 

番号 

前第１四半期 

連結会計期間 

(自平成18年４月１日 

至平成18年６月30日) 

当第１四半期 

連結会計期間 

(自平成19年４月１日 

至平成19年６月30日)  

増減 

前連結会計年度 

  

(自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日)  

 金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高  3,058,967 2,707,656 △351,310 △11.5 14,303,253 

Ⅱ 売上原価  2,671,818 2,341,671 △330,147 △12.4 12,533,674 

売上総利益  387,148 365,985 △21,163 △5.5 1,769,579 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 335,546 326,464 △9,081 △2.7 1,350,580 

営業利益  51,601 39,520 △12,081 △23.4 418,999 

Ⅳ 営業外収益   11,737 42,696 30,959 263.8 46,091 

１.受取利息   2,021 2,936   9,524 

２.受取配当金   1,264 36,904   －

３.有価証券売却益    3,822 760   11,839 

４.受取保管料   2,756 －   14,305

５.その他   1,872 2,094   10,421

Ⅴ 営業外費用  1,294 491 △802 △62.0 4,521 

１.支払利息  921 284   3,172 

２.支払保証料   269 195   1,067 

３.その他   102 12   281 

経常利益  62,045 81,724 19,679  31.7 460,568 

Ⅵ 特別利益  27,379 44,188 16,809 61.4 61,197 

１.投資有価証券売却益  22,480 －   52,480 

２.貸倒引当金戻入益   3,293 －   －

３.退職金制度変更益   － 41,440   －

４.その他   1,605 2,748   8,717 

Ⅶ 特別損失  28,749 － △28,749  △100.0 29,923 

１.投資有価証券評価減  28,749 －   28,750 

２.その他   － －   1,173 

税金等調整前第１四半
期（当期）純利益 

  
 60,674 125,913 65,239 107.5 491,842

法人税、住民税及び 
事業税 

 27,741 50,571 22,829 82.3 242,723 

法人税等調整額  － － － －  △8,559

第１四半期（当期） 
純利益 

  
 32,932 75,342 42,409 128.8 257,677 
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(3）(要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日）  

（単位：千円）

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 598,510 545,000 2,454,544 △44,016 3,554,039 

四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当(注)     △50,668   △50,668 

四半期純利益     32,932   32,932 

自己株式の取得       △47,400 △47,400 

株主資本以外の項目の四半期

連結会計期間中の変動額 

（純額） 

          

四半期連結会計期間中の変動額

合計 
－ － △17,736 △47,400 △65,136 

平成18年６月30日残高 598,510 545,000 2,436,808 △91,416 3,488,902 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 

平成18年３月31日残高 273,703 △241,827 3,585,914 

四半期連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当(注)     △50,668 

四半期純利益     32,932 

自己株式の取得     △47,400 

株主資本以外の項目の四半期

連結会計期間中の変動額 

（純額） 

△34,598 － △34,598 

四半期連結会計期間中の変動額

合計 
△34,598 － △99,735 

平成18年６月30日残高 239,104 △241,827 3,486,179 
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当第１四半期連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

（単位：千円）

 (注) 平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高 598,510 545,000 2,661,554 △91,680 3,713,385 

四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当(注)     △62,077   △62,077 

四半期純利益     75,342   75,342 

自己株式の取得         － 

株主資本以外の項目の四半期

連結会計期間中の変動額 

（純額） 

          

四半期連結会計期間中の変動額

合計 
－ － 13,264 － 13,264 

平成19年６月30日残高 598,510 545,000 2,674,818 △91,680 3,726,649 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 

平成19年３月31日残高 108,074 △241,827 3,579,632 

四半期連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当(注)     △62,077 

四半期純利益     75,342 

自己株式の取得     － 

株主資本以外の項目の四半期

連結会計期間中の変動額 

（純額） 

84,722 － 84,722 

四半期連結会計期間中の変動額

合計 
84,722 － 97,986 

平成19年６月30日残高 192,797 △241,827 3,677,619 
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前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（単位：千円）

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 598,510 545,000 2,454,544 △44,016 3,554,039 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当(注)     △50,668   △50,668 

当期純利益     257,677   257,677 

自己株式の取得       △47,663 △47,663 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計 － － 207,009 △47,663 159,345 

平成19年３月31日残高 598,510 545,000 2,661,554 △91,680 3,713,385 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 

平成18年３月31日残高 273,703 △241,827 3,585,914 

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当(注)     △50,668 

当期純利益     257,677 

自己株式の取得     △47,663 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
△165,628 － △165,628 

連結会計年度中の変動額合計 △165,628 － △6,282 

平成19年３月31日残高 108,074 △241,827 3,579,632 
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(4）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

税金等調整前第１四半期（当
期）純利益 

 60,674 125,913 491,842 

減価償却費  5,439 6,772 28,266 

のれん償却額  952 － 3,809 

投資有価証券評価減  28,749 － 28,750 

出資金売却益  － － △2,320 

退職給付引当金の増加額（△
減少額） 

 842 △41,440 3,525 

役員退職慰労引当金の増加額  2,324 3,249 13,222 

賞与引当金の増加額  18,399 18,312 10 

貸倒引当金の減少額  △2,535 △2,540 △2,128 

受取利息及び受取配当金  △3,285 △39,841 △12,018 

支払利息  921 284 3,172 

為替差損益  79 △362 △65 

有価証券売却損益  △26,302 △760 △64,320 

固定資産売却損益  △1,605 － △1,659 

固定資産除却損  － － 1,173 

売上債権の減少額  599,651 511,257 195,943 

たな卸資産の減少額  177,416 133,181 170,771 

その他資産の減少額（△増加
額） 

 20,615 △5,362 138,696 

仕入債務の減少額  △776,496 △750,978 △391,018 

その他負債の増加額（△減少
額） 

 54,020 △512 47,117 

小計  159,860 △42,828 652,769 

利息及び配当金の受取額  3,482 39,725 10,288 

利息の支払額  △545 △225 △2,886 

法人税等の支払額  △113,106 △162,123 △192,818 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 49,691 △165,451 467,354 
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前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

定期預金の預入による支出  △2,400 △2,402 △129,604 

定期預金の払戻による収入  － － 9,600 

固定資産の取得による支出  △641 △42,040 △59,635 

固定資産の売却による収入  4,520 － 4,606 

投資有価証券の取得による支
出 

 △174,642 △19,994 △376,274 

投資有価証券の売却による収
入 

 49,107 178,751 350,892 

貸付金の貸付による支出  △1,003 － △28,188 

貸付金の返済による収入  125 110 27,550 

その他投資等の増加額  △4,437 △4,547 △20,002 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △129,371 109,876 △221,055 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

短期借入金の減少額  △500,000 △100,000 △300,000 

長期借入金の返済による支出  － － △100,000 

社債償還による支出  － － △100,000 

自己株式の取得による支出  △47,400 － △47,663 

配当金の支払額  △43,369 △52,350 △51,024 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △590,769 △152,350 △598,687 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 △79 362 65 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △670,528 △207,563 △352,323 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,625,880 1,273,556 1,625,880 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半
期末（期末）残高 

 955,352 1,065,993 1,273,556 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数は、次の２社

であります。 

㈱ジェイメックス 

リングフリージャパン㈱ 

(1）         同左 

          

(1）         同左 

     

 (2）非連結子会社はありません。 (2）     同左 (2）     同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）当社は、持分法を適用した非

連結子会社及び関連会社はあり

ません。 

(1）     同左 (1）     同左 

 (2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社はありませ

ん。 

(2）     同左 (2）     同左 

３．連結子会社の第１四半期

決算日（決算日）等に関

する事項 

 連結子会社の第１四半期の末日

は、第１四半期連結決算日と一致

しております。 

同左  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 

 第１四半期連結決算日の

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） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

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

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

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 

中古品 

 個別法による原価法 

ロ．たな卸資産 

商品 

   中古品 

      同左 

ロ．たな卸資産 

商品 

   中古品 

      同左 

 上記以外 

 移動平均法による原価法 

   上記以外 

      同左 

   上記以外  

      同左  

 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(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（但し、平成11年４月

１日以降に取得した建物（付属

設備を除く）については、定額

法）を採用しております。 

 なお、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  ８～45年 

機械装置及び運搬具 

         ２～10年 

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については３

年間で均等償却する方法によっ

ております。 

イ．有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

イ．有形固定資産 

同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ロ．無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

なお、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）に基づく定額

法を採用しております。 

ロ．無形固定資産 

同左 

ロ．無形固定資産 

同左 

 ハ．長期前払費用 

  定額法を採用しております。  

ハ．長期前払費用 

同左 

ハ．長期前払費用 

同左 

(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

回収可能性を勘案し、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

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

ロ．賞与引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

同左 

 ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当第１四半期連結会計期間

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計上し

ております。 

ハ．  ―――――――――  

  

ハ．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

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

 ニ．役員退職慰労引当金 

 当社において、役員の退職慰

労金の支出に充てるため、内規

に基づく第１四半期期末要支給

額を計上しております。 

ニ．役員退職慰労引当金 

           同左 

ニ．役員退職慰労引当金 

 当社において、役員の退職慰

労金の支出に充てるため、内規

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(4)重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(5)その他第１四半期連結財

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 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

５．第１四半期連結キャッシ

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 

 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 同左 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当第１四半期連結会計期間より、

「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する 

金額は3,486,179千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

 ――――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日)を適用して

おります。 

 従来の資本の部の合計に相当する 

金額は3,579,632千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 
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(5）注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、176,866千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、174,174千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、169,390千円であります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

現金及び預金 80,843千円 

土地 365,659千円 

有形固定資産 
「その他」 

38,215千円 

合計 484,718千円 

現金及び預金 50,850千円

土地 365,659千円

有形固定資産
「その他」 

35,469千円

合計 451,978千円

現金及び預金 50,847千円

土地 365,659千円

有形固定資産 
「その他」 

36,115千円

合計 452,622千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

支払手形及び 
買掛金 

149,944千円 

長期借入金 100,000千円 

（１年内返済予定長期借入金を

含む） 

合計 249,944千円 

支払手形及び
買掛金 

183,616千円

短期借入金 150,000千円

合計 333,616千円

支払手形及び 
買掛金 

399,748千円

短期借入金 150,000千円

合計 549,748千円

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．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。 

※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。 

給与・手当 109,741千円 

賞与引当金繰 
入額 

17,993千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

3,552千円 

退職給付費用 2,901千円 

貸倒引当金繰 
入額 

757千円 

荷造運搬費 35,399千円 

給与・手当 108,075千円 

賞与引当金繰
入額 

17,919千円 

役員退職慰労
引当金繰入額 

3,582千円 

退職給付費用 1,965千円 

貸倒引当金繰
入額 

207千円 

荷造運搬費 33,611千円 

給与・手当 444,123千円 

賞与引当金繰 
入額 

34,713千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

14,449千円 

退職給付費用 11,835千円 

荷造運搬費 147,158千円 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

 前第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６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100千株は、単元未満株式の買収による増加であります。 

  

 ２．配当に関する事項 

  (１) 配当金支払額 

 （２）基準日が当四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期末後となるもの 

    該当事項はありません。 

  

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当四半期連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当四半期連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当四半期連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

普通株式 5,257 － － 5,257 

合計 5,257 － － 5,257 

自己株式     

普通株式 191 100 － 291 

合計 191 100 － 291 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 50,668 10.0 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

 当第１四半期連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６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 

  

 ２．配当に関する事項 

  (１) 配当金支払額 

 （２）基準日が当四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期末後となるもの 

    該当事項はありません。 

  

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当四半期連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当四半期連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当四半期連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式     

普通株式 5,257 － － 5,257 

合計 5,257 － － 5,257 

自己株式     

普通株式 291 － － 291 

合計 291 － － 291 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 62,077 12.5 平成19年３月31日 平成19年６月28日 

- 17 -

㈱シーエスロジネット(2710）平成20年3月期　第1四半期財務・業績の概況



（四半期連結キャッシュ・フロー関係） 

 前連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加100千株は、旧商法第211条の3第1項第2号の規程に基づく市場買付による増加で

あります。 

  

 ２．配当に関する事項 

  (１) 配当金支払額 

 （２）基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計期間後となるもの 

    該当事項はありません。 

  

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当連結会計期間増加
株式数 

（千株） 

当連結会計期間減少
株式数 

（千株） 

当連結会計期間末株
式数 

（千株） 

発行済株式     

普通株式 5,257 － － 5,257 

合計 5,257 － － 5,257 

自己株式     

普通株式 191 100 － 291 

合計 191 100 － 291 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 50,668 10.0 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 現金及び現金同等物の第１四半期期

末残高と第１四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

 現金及び現金同等物の第１四半期期

末残高と第１四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

 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

金額との関係は、次のとおりでありま

す。 

（平成18年6月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

 千円

現金及び預金勘定 1,012,072

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△95,543

ＭＭＦ、ＭＲＦ 38,822

現金及び現金同等 
物 

955,352

 千円

現金及び預金勘定 1,141,354

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△115,550

ＭＭＦ、ＭＲＦ 40,188

現金及び現金同等
物 

1,065,993

 千円

現金及び預金勘定 1,364,229

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△113,147

ＭＭＦ、ＭＲＦ 22,474

現金及び現金同等 
物 

1,273,556
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 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 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び第１四半期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び第１四半期期末残高相

当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

第１四
半期末
残高 
相当額 
(千円) 

(有形固
定資産)    

その他 62,668 46,102 16,566 

(無形固
定資産) 

41,385 28,497 12,887 

合計 104,054 74,600 29,454 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

第１四
半期末
残高 
相当額 
(千円) 

(有形固
定資産)    

その他 25,732 15,654 10,078 

(無形固
定資産) 

14,307 5,373 8,934 

合計 40,040 21,027 19,012 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

(有形固
定資産)    

その他 25,732 14,187 11,544 

(無形固
定資産) 

14,307 4,494 9,812 

合計 40,040 18,682 21,357 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  

  未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 10,415千円 

１年超 19,284千円 

合計 29,700千円 

１年内 8,426千円 

１年超 10,857千円 

合計 19,284千円 

１年内 8,911千円 

１年超 12,715千円 

合計 21,626千円 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 4,906千円 

減価償却費相当額 4,685千円 

支払利息相当額 138千円 

支払リース料 2,464千円

減価償却費相当額 2,378千円

支払利息相当額 87千円

支払リース料 13,303千円

減価償却費相当額 12,782千円

支払利息相当額 460千円

(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 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について）  

   リース資産に配分された減損損失 

 はありません。 

（減損損失について）  

同左 

 （減損損失について） 

同左  
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（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借
対照表計上額（千
円） 

差額（千円） 

(1）株式 311,591 745,351 433,759 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 173,855 135,057 △38,798 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 485,447 880,409 394,961 

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① 非上場株式 253,311 

② 非上場債券 － 

③ ＭＭＦ、ＭＲＦ 38,822 

④ 新株引受権証券 78,928 

合計 371,062 

 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借
対照表計上額（千
円） 

差額（千円） 

(1）株式 161,859 492,208 330,349 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 273,855 252,543 △21,312 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 435,715 744,752 309,036 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年６月30日現在） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

     該当事項はありません。 

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① 非上場株式 169,860 

② ＭＭＦ、ＭＲＦ 40,188 

③ 新株引受権証券 － 

合計 210,048 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 319,856 516,845 196,989 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 273,855 248,578 △25,277 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 593,712 765,423 171,711 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① 非上場株式 164,650 

② ＭＭＦ、ＭＲＦ 22,474 

③ 新株引受権証券 － 

合計 187,124 
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 (6)セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、74,816千円であり、その主なも

のは、当社の総務部門等管理部門に係る支出であります。 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、70,357千円であり、その主なも

のは、当社の総務部門等管理部門に係る支出であります。 

 
卸売事業 
（千円） 

小売事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,895,368 163,598 3,058,967 － 3,058,967 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 220 220 (220) － 

計 2,895,368 163,818 3,059,187 (220) 3,058,967 

営業費用 2,779,074 153,695 2,932,769 74,595 3,007,365 

営業利益 116,294 10,123 126,418 (74,816) 51,601 

事業区分 主要商品 

卸売事業 

レンタル用ＣＤ、ビデオソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、コンシューマーゲ

ーム（家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等）、関連商品（ブランクテープ、Ｍ

Ｄ、当社開発商品、備品等）、その他 

小売事業 
ＣＤ、ビデオソフト等のレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム、ＤＶ

Ｄビデオソフトの販売、書籍の販売 

 
卸売事業 
（千円） 

小売事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,549,128 158,528 2,707,656 － 2,707,656 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 79 79 (79) － 

計 2,549,128 158,608 2,707,736 (79) 2,707,656 

営業費用 2,444,380 153,477 2,597,858 70,277 2,668,136 

営業利益 104,747 5,130 109,877 (70,357) 39,520 

事業区分 主要商品 

卸売事業 

レンタル用ＣＤ、ビデオソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、コンシューマーゲ

ーム（家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等）、関連商品（ブランクテープ、Ｍ

Ｄ、当社開発商品、備品等）、その他 

小売事業 
ＣＤ、ビデオソフト等のレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム、ＤＶ

Ｄビデオソフトの販売、書籍の販売 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、商品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、279,508千円であり、その主な

ものは、当社の総務部門等管理部門に係る支出であります。 

所在地別セグメント情報 

 前第１四半期連結会計期間（自平成18年4月１日 至平成18年６月30日）・当第１四半期連結会計期間（自平

成19年４月１日 至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）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重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

海外売上高 

 前第１四半期連結会計期間（自平成18年4月１日 至平成18年６月30日）・当第１四半期連結会計期間（自平

成19年４月１日 至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）にお

いて、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 
卸売事業 
（千円） 

小売事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,605,154 698,098 14,303,253 － 14,303,253 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 1,142 1,142 (1,142) － 

計 13,605,154 699,241 14,304,396 (1,142) 14,303,253 

営業費用 12,955,456 650,432 13,605,889 278,365 13,884,254 

営業利益 649,697 48,809 698,507 (279,508) 418,999 

事業区分 主要商品 

卸売事業 

レンタル用ＣＤ、ビデオソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、コンシューマーゲ

ーム（家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等）、関連商品（ブランクテープ、Ｍ

Ｄ、当社開発商品、備品等）、その他 

小売事業 
ＣＤ、ビデオソフト等のレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム、ＤＶ

Ｄビデオソフトの販売、書籍の販売 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり第１四半期（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） 

項目 
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり純資産額        701円89銭         740円53銭     720円79銭 

１株当たり第１四半期（当期）純

利益 
  6円56銭    15円17銭 51円72銭 

 なお、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期純

利益金額については、潜

在株式が存在しないため

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期純

利益金額については、潜

在株式が存在しないため

記載しておりません。 

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

が存在しないため記載し

ておりません。 

 
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり第１四半期（当期）純

利益 
   

第１四半期（当期）純利益 

（千円） 
32,932 75,342 257,677 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る第１四半期 

（当期）純利益（千円） 
32,932 75,342 257,677 

期中平均株式数(千株) 5,016 4,966 4,982 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

当社は、確定拠出年金法の施行に

伴い、平成19年４月に退職一時金制

度および適格退職年金制度について

退職一時金制度および確定拠出年金

制度へ移行しております。本移行に

伴う翌連結会計年度の損益に与える

影響額は特別利益に退職金制度変更

益として41,440千円を計上する見込

みであります。 
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５．(要約)四半期個別財務諸表 

(1）(要約)四半期貸借対照表 

  （単位：千円、％）

科目 

  

注記

番号 

前第１四半期 

 会計期間末 

(平成18年６月30日）

当第１四半期 

 会計期間末 

(平成19年６月30日)

増減 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 金額 金額 金額 増減率 金額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１.現金及び預金 ※２ 904,626 1,033,642   1,256,244

２.受取手形   33,381 54,606   25,366

３.売掛金   1,235,536 1,106,762   1,647,259

４.たな卸資産   1,620,827 1,497,448   1,630,603

５.その他   226,469 124,041   103,592

貸倒引当金   △5,869 △4,698   △7,445

流動資産合計   4,014,972 3,811,803 △ 203,169 △5.1  4,655,622

Ⅱ 固定資産     

１.有形固定資産 ※１   

 (1) 土地 ※２ 408,338 408,338   408,338

 (2) その他 ※２ 105,692 132,032   104,059

有形固定資産合計   514,031 540,370 26,339 5.1  512,397

２.無形固定資産   35,510 36,502 991 2.8  32,416

３.投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券    1,212,649 914,612   930,073

 (2) 敷金及び保証金    579,341 576,766   577,571

 (3) その他    444,045 577,613   616,526

貸倒引当金   △6,463 △5,500   △5,294

投資その他の資産合計   2,229,573 2,063,491 △ 166,081 △7.4  2,118,877

固定資産合計   2,779,114 2,640,364 △ 138,750 △5.0  2,663,691

資産合計   6,794,087 6,452,167 △ 341,920 △5.0  7,319,313
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科目 

  

注記

番号 

前第１四半期 

 会計期間末 

(平成18年６月30日）

当第１四半期 

 会計期間末 

(平成19年６月30日)

増減 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 金額 金額 金額 増減率 金額 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１.買掛金 ※２ 2,303,112 1,937,541   2,688,668

２.短期借入金 ※２ 100,000 200,000   300,000

３.1年内償還社債   100,000 －   －

４.1年内返済予定長期借
入金 

※２ 100,000 －   －

５.未払法人税等   33,476 57,114   171,000

６.賞与引当金   53,911 53,834   35,522

７.その他 ※４ 177,578 149,400   138,802

流動負債合計   2,868,078 2,397,889 △ 470,188 △16.4  3,333,992

Ⅱ 固定負債     

１.退職給付引当金   38,757 －   41,440

２.役員退職慰労引当金   203,122 217,269   214,019

３.その他   170,793 129,022   119,951

固定負債合計   412,673 346,291 △ 66,382 △16.1  375,412

負債合計   3,280,752 2,744,181 △ 536,571 △16.4  3,709,404

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１.資本金   598,510 598,510 －  － 598,510

２.資本剰余金     

 (1) 資本準備金   544,864 544,864   544,864

 (2) その他資本剰余金   135 135   135

資本剰余金合計   545,000 545,000 －  － 545,000

３.利益剰余金     

 (1) 利益準備金   37,331 37,331   37,331

 (2) その他利益剰余金     

特別償却準備金   284 56   56

別途積立金   2,340,000 2,540,000   2,340,000

繰越利益剰余金   86,348 127,797   314,443

利益剰余金合計   2,463,964 2,705,185 241,220 9.8  2,691,830

４.自己株式   △91,416 △91,680 △ 263 0.3  △91,680

株主資本合計   3,516,058 3,757,016 240,957 6.9  3,743,661

Ⅱ 評価・換算差額等     

１.その他有価証券評価差
額金 

  239,104 192,797   108,074

２.土地再評価差額金   △241,827 △241,827   △241,827

評価・換算差額等合計   △2,723 △49,030 △ 46,306  － △133,752

純資産合計   3,513,335 3,707,986 194,650 5.5  3,609,908

負債、純資産合計   6,794,087 6,452,167 △ 341,920 △5.0  7,319,313
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(2）(要約)四半期損益計算書 

  （単位：千円、％）

科目 

注記 

番号 

前第１四半期会計期間

(自平成18年４月１日 

至平成18年６月30日)

当第１四半期会計期間

(自平成19年４月１日

至平成19年６月30日)

増減 
前事業年度 

（自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日）

 金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高   3,058,967 2,707,656 △351,310 △11.5 14,303,253

Ⅱ 売上原価   2,671,966 2,341,735 △330,230 △12.4 12,531,098

売上総利益   387,000 365,920 △21,079 △5.4 1,772,154

Ⅲ 販売費及び一般管理費   335,400 326,369 △9,030 △2.7 1,350,150

営業利益   51,600 39,551 △12,049 △23.4 422,003

Ⅳ 営業外収益 ※1  11,703 42,665 30,962 264.6 45,952

Ⅴ 営業外費用 ※2  1,294 491 △802 △62.0 4,521

経常利益   62,009 81,724 19,715 31.8 463,434

Ⅵ 特別利益 ※3  27,379 44,188 16,809 61.4 61,146

Ⅶ 特別損失 ※4  28,749 － △28,749 △100.0 29,923

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

  60,638 125,913 65,274 107.6 494,657

法人税、住民税及び 
事業税 

  27,651 50,481 22,829 82.6 242,363

法人税等調整額   － － － － △8,559

四半期（当期）純利益   32,986 75,432 42,445 128.7 260,853
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(3）(要約)四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

（単位：千円）

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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

利益準備金

その他利益剰余金 

特別償却
準備金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 598,510 544,864 135 37,331 512 2,170,000 273,802 △44,016 3,581,140 

四半期会計期間中の変動額          

特別償却準備金の取崩         △228   228   － 

特別償却準備金の取崩(注)                 － 

別途積立金の積立(注)           170,000 △170,000   － 

剰余金の配当(注)             △50,668   △50,668 

四半期純利益             32,986   32,986 

自己株式の取得               △47,400 △47,400 

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額） 
                  

四半期会計期間中の変動額合

計 
－ － － － △228 170,000 △187,453 △47,400 △65,081 

平成18年６月30日 残高 598,510 544,864 135 37,331 284 2,340,000 86,348 △91,416 3,516,058 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 

平成18年３月31日 残高 273,703 △241,827 3,613,016 

四半期会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩(注)     － 

特別償却準備金の取崩     － 

別途積立金の積立(注)     － 

剰余金の配当(注)     △50,668 

四半期純利益     32,986 

自己株式の取得     △47,400 

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額） 
△34,598 － △34,598 

四半期会計期間中の変動額合計 △34,598 － △99,680 

平成18年６月30日 残高 239,104 △241,827 3,513,335 
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当第１四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

（単位：千円）

 (注) 平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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

利益準備金

その他利益剰余金 

特別償却
準備金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日 残高 598,510 544,864 135 37,331 56 2,340,000 314,443 △91,680 3,743,661 

四半期会計期間中の変動額          

特別償却準備金の取崩(注)                 － 

特別償却準備金の取崩                 － 

別途積立金の積立(注)           200,000 △200,000   － 

剰余金の配当(注)             △62,077   △62,077 

四半期純利益             75,432   75,432 

自己株式の取得                 － 

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額） 
                  

四半期会計期間中の変動額合

計 
－ － － － － 200,000 △186,645 － 13,354 

平成19年６月30日 残高 598,510 544,864 135 37,331 56 2,540,000 127,797 △91,680 3,757,016 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 

平成19年３月31日 残高 108,074 △241,827 3,609,908 

四半期会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩(注)     － 

特別償却準備金の取崩     － 

別途積立金の積立(注)     － 

剰余金の配当(注)     △62,077 

四半期純利益     75,432 

自己株式の取得     － 

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額） 
84,722 － 84,722 

四半期会計期間中の変動額合計 84,722 － 98,077 

平成19年６月30日 残高 192,797 △241,827 3,707,986 
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前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（単位：千円）

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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

利益準備金

その他利益剰余金 

特別償却
準備金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 598,510 544,864 135 37,331 512 2,170,000 273,802 △44,016 3,581,140 

事業年度中の変動額          

特別償却準備金の取崩(注)         △228   228   － 

特別償却準備金の取崩         △228   228   － 

別途積立金の積立(注)           170,000 △170,000   － 

剰余金の配当(注)             △50,668   △50,668 

当期純利益             260,853   260,853 

自己株式の取得               △47,663 △47,663 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                  

事業年度中の変動額合計 － － － － △456 170,000 40,640 △47,663 162,521 

平成19年３月31日 残高 598,510 544,864 135 37,331 56 2,340,000 314,443 △91,680 3,743,661 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 

平成18年３月31日 残高 273,703 △241,827 3,613,016 

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩(注)     － 

特別償却準備金の取崩     － 

別途積立金の積立(注)     － 

剰余金の配当(注)     △50,668 

当期純利益     260,853 

自己株式の取得     △47,663 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△165,628 － △165,628 

事業年度中の変動額合計 △165,628 － △3,107 

平成19年３月31日 残高 108,074 △241,827 3,609,908 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

 ② その他有価証券 

時価のあるもの 

 第１四半期決算日の市場

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） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

       同左 

② 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

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

① 商品 

ⅰ 店舗 

中古品 

 個別法による原価法 

(2)たな卸資産 

① 商品 

ⅰ 店舗 

中古品 

同左 

(2)たな卸資産 

① 商品 

ⅰ 店舗 

中古品 

同左 

 上記以外 

 移動平均法による原価

法 

上記以外 

同左 

上記以外 

同左 

 ⅱ 店舗以外 

 移動平均法による原価法 

ⅱ 店舗以外 

同左 

ⅱ 店舗以外 

同左 

 ② 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

② 貯蔵品 

同左 

② 貯蔵品 

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（但し、平成11年４月

１日以降に取得した建物（付属

設備を除く）については、定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ８～45年 

車両運搬具   ３～５年 

工具器具備品  ５～10年 

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については３

年間で均等償却する方法によっ

ております。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

   

   

   

  

  

  

   

(1）有形固定資産 

       同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、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）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

  定額法を採用しております。  

(3）長期前払費用 

       同左     

(3）長期前払費用 

       同左 

３．引当金の計上基準 (1）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

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、第１四半期会計期間末にお

ける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づいて計上してお

ります。 

(3）  ――――――――― 

  

(3）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づいて計上しております。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充て

るため、内規に基づく第１四半期

末要支給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充

てるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４．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．その他第１四半期財務諸

表（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 

税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関 

する会計基準)  

 当第1四半期会計期間より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は3,513,335千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関 

する会計基準)  

 当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日)を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は3,609,908千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 
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（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、175,753千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、173,040千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、168,260千円であります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は、次のとおりで

あります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

現金及び預金 80,843千円 

土地 365,659千円 

有形固定資産 
「その他」 

38,215千円 

合計 484,718千円 

現金及び預金 50,850千円

土地 365,659千円

有形固定資産
「その他」 

35,469千円

合計 451,978千円

現金及び預金 50,847千円

土地 365,659千円

有形固定資産 
「その他」 

36,115千円

合計 452,622千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

買掛金 149,944千円 

長期借入金 100,000千円 

（１年内返済予定長期借入金を

含む） 

合計 249,944千円 

買掛金 183,616千円

短期借入金 150,000千円

合計 333,616千円

買掛金 399,748千円

短期借入金 150,000千円

合計 549,748千円

 ３．保証債務 

 下記の会社の仕入債務に対して

次のとおり、保証を行っておりま

す。 

 ３．保証債務 

 下記の会社の仕入債務に対して

次のとおり、保証を行っておりま

す。 

 ３．保証債務 

   ────── 

㈱ジェイメックス 

167千円 (仕入債務)

㈱ジェイメックス 

102千円 (仕入債務)

 

※４．消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

※４．消費税等の取扱 

同左 

※４．消費税等の取扱 

────── 
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（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取配当金 1,264千円 

受取保管料 2,756千円 

有価証券売却益 3,822千円 

受取利息 1,459千円

有価証券利息 1,445千円

受取配当金 36,904千円

有価証券利息 5,324千円

受取保管料 14,305千円

有価証券売却益 11,839千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 828千円 

支払保証料 195千円 

支払利息 284千円

支払保証料 195千円

支払利息 2,687千円

支払保証料 1,067千円

※３．特別利益のうち主要なもの   ※３．特別利益のうち主要なもの ※３． 特別利益のうち主要なもの  

投資有価証券売

却益 

22,480千円 退職金制度変更

益 

41,440千円 投資有価証券売

却益 

52,480千円

※４．特別損失のうち主要なもの   ※４．特別損失のうち主要なもの   ※４．特別損失のうち主要なもの   

投資有価証券評

価減 

28,749千円    ────── 投資有価証券評

価減 

28,750千円

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産 3,472千円 

無形固定資産 2,863千円 

有形固定資産 4,779千円

無形固定資産 1,981千円

有形固定資産 20,323千円

無形固定資産 11,571千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 前第１四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

  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100千株は、旧商法第211条の3第1項第2号の規程に基づく市場買付による増加 

   であります。 

  

 当第１四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６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(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加100千株は、旧商法第211条の3第1項第2号の規程に基づく市場買付による増加 

   であります。 

  

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当四半期会計期間増
加株式数（千株） 

当四半期会計期間減
少株式数（千株） 

当四半期会計期間末
株式数（千株） 

自己株式         

 普通株式(注) 191 100 － 291 

合計 191 100 － 291 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当四半期会計期間増
加株式数（千株） 

当四半期会計期間減
少株式数（千株） 

当四半期会計期間末
株式数（千株） 

自己株式         

 普通株式(注) 291 － － 291 

合計 291 － － 291 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

自己株式         

 普通株式(注) 191 100 － 291 

合計 191 100 － 291 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び第１四半期会計期間末

残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び第１四半期会計期間末

残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

第１四
半期会
計期間
末残高 
相当額 
(千円) 

(有形固
定資産)    

その他 62,668 46,102 16,566 

(無形固
定資産) 

41,385 28,497 12,887 

合計 104,054 74,600 29,454 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

第１四
半期会
計期間
末残高 
相当額 
(千円) 

(有形固
定資産)    

その他 25,732 15,654 10,078 

(無形固
定資産) 

14,307 5,373 8,934 

合計 40,040 21,027 19,012 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

(有形固
定資産)    

その他 25,732 14,187 11,544 

(無形固
定資産) 

14,307 4,494 9,812 

合計 40,040 18,682 21,357 

(2）未経過リース料第１四半期会計期

間末残高相当額等 

 未経過リース料第１四半期会計期

間末残高相当額 

(2）未経過リース料第１四半期会計期

間末残高相当額等 

 未経過リース料第１四半期会計期

間末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  

  未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 10,415千円 

１年超 19,284千円 

合計 29,700千円 

１年内 8,426千円

１年超 10,857千円

合計 19,284千円

１年内 8,911千円

１年超 12,715千円

合計 21,626千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 4,906千円 

減価償却費相当額 4,685千円 

支払利息相当額 138千円 

支払リース料 2,464千円

減価償却費相当額 2,378千円

支払利息相当額 87千円

支払リース料 13,303千円

減価償却費相当額 12,782千円

支払利息相当額 460千円

(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 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失は 

ありません。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

(減損損失について) 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

(減損損失について) 

同左 
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（有価証券関係） 

 前第１四半期会計期間末、当第１四半期会計期間末及び前事業年度末における子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり四半期（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） 

項目 
前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり純資産額    707円36銭 746円64銭    726円89銭 

１株当たり四半期（当期）純利益   6円58銭     15円19銭    52円36銭 

 

 

 

 

なお、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益

金額については、潜在株

式が存在しないため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益

金額については、潜在株

式が存在しないため記載

しておりません。 

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

が存在しないため記載し

ておりません。 

 
前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益    

四半期（当期）純利益（千円） 32,986 75,432 260,853 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る四半期（当期）純

利益（千円） 
32,986 75,432 260,853 

期中平均株式数（千株） 5,016 4,966 4,982 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

当社は、確定拠出年金法の施行に

伴い、平成19年４月に退職一時金制

度および適格退職年金について退職

一時金制度および確定拠出年金制度

へ移行しております。本移行に伴う

翌事業年度の損益に与える影響額は

特別利益に退職金制度変更益として

41,440千円を計上する見込みでおり

ます。 
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