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１．平成19年９月期の業績（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期 38,585 38.4 △293 － △318 － △1,589 －

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年９月期 △58 27 － － △1,372.4 △5.1 △0.8

18年９月期 0 02 0 02 0.0 5.2 1.5

（参考）持分法投資損益 19年９月期 －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９月期 6,241 115 1.9 4 24

18年９月期 9,721 1,710 17.6 62 72

（参考）自己資本 19年９月期 115百万円 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９月期 △819 1,652 △2,010 150

18年９月期 － － － 1,327

（注）　当社の子会社であった株式会社ウェブベースは、前事業年度の平成18年６月に当社の持分比率がゼロとなり、前

事業年度においては連結キャッシュ・フロー計算書を作成し、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（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 百万円 ％ ％

18年９月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

19年９月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

20年９月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － － －

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％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 18,848 △17.9 210 518.8 177 291.1 177 291.1 6 50

通期 33,433 △13.4 115 － 72 － 72 － 2 67
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、29ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月期 27,363,234株 18年９月期 27,363,234株

②　期末自己株式数 19年９月期 74,471株 18年９月期 86,471株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記に記載した予想は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、今後様々な要

因によって異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（イ）当事業年度の概況

　当事業年度における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題や、原油価格の上昇など一部不安要素はある

ものの、好調な企業収益を背景に、設備投資の増加や雇用環境の改善など景気は引き続き緩やかではありますが、

回復基調を続けております。

　当社の主事業であります、ＴＶゲーム市場は1997年以来10年振りの成長となり、ゲーム人口が拡大をいたしてお

ります。

　このような環境の下、当社は前事業年度における旧株式会社アクトとの合併及び「ＣＯＭＧ！（コング）」、

「ギャングスター」のＦＣ営業権の取得、ダイエー内出店の加速によりＴＶゲーム販売店網が飛躍的に拡大した結

果、当事業年度の売上高は385億85百万円（前年同期比38.4％増）となりました。

　販売管理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費用の増加等により７億34百万円（前年同期比21.4％増）増加

しました。その結果、当事業年度の営業損失は２億93百万円（前年同期比168.6％減）となりました。

　経常損失につきましては営業損失が大きく要因し３億18百万円（前年同期比176.9％減）の損失計上となりました。

　また当事業年度におきましては、新規事業でありますポータル事業及びロボット事業の廃止に伴う事業再編損失、

減損損失等の特別損失９億94百万円の計上に加え、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討しました結果、

繰延税金資産を全額取り崩すことにより、法人税等調整額として２億90百万円を計上いたしました。その結果、当

事業年度の当期純損失は15億89百万円（前年同期は０百万円の当期純利益）となりました。

（ロ）事業部門別の状況

　事業部門別の業績は次のとおりであります。

【ＴＶゲーム関連事業】

　一昨年に爆発的にヒットいたしました「ニンテンドーＤＳ」の人気継続及び、昨年末に発売された新型ハード

「ＰＳ３」「Ｗｉｉ」の登場を受け、ＴＶゲーム市場は1997年以来10年振りに拡大し活況を呈しております。こ

のような環境の下当社では、上記ハード及び対応ソフトの販売強化を行なうとともに、お客様のニーズに即した

売場構築、販売促進活動を行なってまいりました。

　しかしながら、ＴＶゲーム業界最大の商戦期である昨年末に「ＰＳ３」の製造遅れによる品不足と、ヒットソ

フトの不足、人気の「ニンテンドーＤＳ」関連商品の供給が需要に追いつかず、売上高は370億79百万円（前年同

期比42.5％増）となりました。一方、店舗出店につきましては、ダイエー内出店を中心に順調に店舗が増加する

とともに不採算店舗の閉鎖を実施し、平成19年９月末現在で合計691店舗となっております。

 

「ＴＶゲーム店舗数の推移」

 

 
平成18年

３月末

平成18年

９月末

平成19年

３月末

平成19年

９月末

直営店 41 55 62 59

（うちダイエー内店舗） （ 8） （24） （27） （24）

ＦＣ店 327 407 393 363

（うちダイエー内店舗） （ 2） （ 1） （ 2） （ 2）

準ＦＣ店 199 219 238 269

合　　計 567 681 693 691
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【複合カフェ事業】

　複合カフェ市場は新規参入等で競争は激しさを増しております。このような環境の下、当事業年度において都

市型店舗「ヒーリン・フィーリン大阪西心斎橋店」・「ヒーリン・フィーリン京都烏丸今出川店」、初のコンビ

ニエンスストア一体型店舗「ヒーリン・フィーリン京都城陽市役所前店」、他業種との併設型店舗「ヒーリン・

フィーリン奈良橿原店」、「ヒーリン・フィーリン堺浜寺石津店」の５店舗をプロデュースいたしました。一方、

複合カフェ店向けに行なっておりましたＴＶゲーム卸代行店事業を平成19年１月１日に営業譲渡し、直営店舗で

ありました「ヒーリン・フィーリン京都河原町店」を平成19年９月30日に営業譲渡いたしました。その結果当事

業年度における売上高は３億74百万円（前年同期比49.8％減）となりました。

　なお、当社の当事業年度におけるプロデュース店舗は、以下のとおりです。

オープン日 店舗名 住所 特色

 平成18年12月１日
 ヒーリン・フィーリン大阪西

心斎橋店

 大阪市中央区西心斎橋１－６

－３　サンライズビル２階

 繁華街立地／スタンドアロー

ン／空間デザイナー森井良幸

氏率いる「Ｃａｆｅ　Ｃ

ｏ．」プロデュース

 平成18年12月15日
 ヒーリン・フィーリン京都城

陽市役所前店
 京都府城陽市寺田高田33

 郊外ロードサイド／ＣＶＳ一

体型／サンクス一体型

 平成19年３月１日
 ヒーリン・フィーリン京都烏

丸今出川店

 京都市上京区今出川通室町東

入ル今出川町333　第２高橋ビ

ル４階

 駅前立地／スタンドアローン

／同志社大学今出川キャンパ

ス前

 平成19年３月31日
 ヒーリン・フィーリン奈良橿

原店

 奈良県橿原市曲川町７－１－

27　マクドナルド24号橿原店

２階

 郊外ロードサイド／他業種併

設型／マクドナルドの２階

平成19年７月20日
 ヒーリン・フィーリン堺浜寺

石津店

 大阪府堺市西区浜寺石津町西

２－１－２２

 郊外ロードサイド／スタンド

アローン

【ＡＶ（オーディオ・ビジュアル）関連・書籍関連事業】

　ＤＶＤ販売は新品・中古とも好調なものの、レンタルＣＤ、レンタルビデオ、新刊本・中古本ともに計画を下

回り、売上高８億11百万円（前年同期比7.0％増）となりました。

【その他事業】

　ポータル事業につきましては、平成17年10月に総合ゲームポータルサイト「Ｇｌｅｐ」（ジーレップ）を開発

しスタートいたしました。開設以来、一般ユーザーからの支持を得てまいりましたが、会員数、売上ともに当初

の計画に届かず、売上高１億３百万円（前年同期比28.2％増）に止まりました。

　ロボット事業につきましてはロボット総合情報誌「ＲＯＢＯＴ　ＬＩＦＥ（ロボットライフ）」を創刊し、以

降隔月で販売しておりますが、当初の計画を大幅に下回り売上高は20百万円（前年同期比83.6％増）となりまし

た。

　尚、ロボット事業は平成19年10月31日をもって、ポータル事業は平成19年12月31日をもって事業を廃止いたし

ます。
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（ハ）次期の見通し

　当事業年度において、利益面が当初計画を大幅に下回ったことから、次期につきましては抜本的な財務体質の改

善と、事業内容の大幅な見直しを図ってまいります。まず不採算事業であります、ポータル事業及びロボット事業

は廃止といたします。（詳細につきましては平成19年10月30日に当社が発表いたしました「ポータル事業及びロボッ

ト事業の廃止に関するお知らせ」をご確認下さい。）この結果、人件費他諸経費の圧縮を図り利益面において１億

80百万円の改善を見込んでおり、また当社の主力事業でありますＴＶゲーム事業に資源を集中させ営業力強化を図っ

てまいります。直営店舗に関しては、引き続き不採算店舗の閉鎖や、出店形態の見直しを迅速に実行し、全店単店

黒字化を目指します。また、一部流通の改善により十分な商品供給体制の構築を図ってまいります。

　更に、新たに筆頭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に追求

し、携帯電話販売代理店事業の展開を図ってまいります。携帯電話の市場はＭＮＰ（ナンバーポータビリティ）開

始以来活性化しており、今後普及台数３億台の成長市場であります。現在既に直営店舗にて導入を進めております

が、今後はＦＣ店舗への導入を加速し、収益面での強化を図ってまいります。

　以上の結果、通期の業績につきましては、売上高334億33百万円、経常利益72百万円、当期純利益72百万円となる

見通しです。

　尚、当社のその他の関係会社であります、株式会社クインランドは平成19年10月25日に破算手続開始の申立てを

行なっております。当社は同社に対し債権４百万円を有しておりますが、当該債権に関しましては、当事業年度に

貸倒引当金を設定しているため、次期に与える影響はないと判断しております。

(2）財政状態に関する分析

（イ）資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

　当事業年度末の資産につきましては、総資産が62億41百万円と前事業年度末に比べ、34億79百万円減少しました。

これは主として、現金及び預金の減少15億45百万円、親会社貸付金の減少18億円によるものであります。また、負

債は61億25百万円と前事業年度末に比べ、18億84百万円減少しました。これは主として、借入金及び社債等の有利

子負債の減少によるものであります。なお、純資産は１億15百万円となりました。

当事業年度のキャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動によるキャッシュ・フローの増

加がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローおよ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11億76百万円減少し、１億50百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は８億19百万円となりました。これは主に減価償却費２億60百万円、事業再編損

失７億12百万円、減損損失２億２百万円等がありましたが、税引前当期純損失12億76百万円、営業保証金の差入

の増加６億17百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は16億52百万円となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入４億72百

万円、親会社貸付金の返済による回収10億56百万円、有価証券の売却による収入４億64百万円等によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は20億10百万円となりました。これは主に借入金及び社債等の有利子負債の返済

によるものであります。
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（ロ）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成15年９月期 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期

自己資本比率（％） 33.7 24.9 27.1 17.6 2.1

時価ベースの自己資本比率（％） 40.4 48.7 100.3 61.2 31.9

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年）
－ － － － △0.4

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
－ － － － △0.1

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

３．有利子負債は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います。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主の皆様に対する利益配分を経営の重要課題の一つであると認識しております。配当金につきましては、

業績を反映させるとともに、今後の事業計画、財務状態等を総合的に勘案したうえで実施することを基本方針として

おりますが、今後の事業展開、事業拡大ならびに財務体質の強化など将来に備えた内部留保の充実を図ることで、実

績に裏付けされた利益還元を行ってまいります。当事業年度の年間配当金につきましては、１株あたり０円00銭（無

配）を予定しております。

(4）事業等のリスク

　当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家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。

　なお、本文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものです。

（イ）市場状況における影響について

　当社の売上高のおよそ90％を占めるＴＶゲーム関連事業・ＡＶ関連及び書籍関連事業においては発売されるタイ

トルにより大きく左右される傾向があり、そのため、当社では中古商材の比率を高めるなどの対策に取り組んでお

りますが、新規商材における比率は依然と高くメーカーの動向によりましては、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。
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（ロ）フランチャイズ展開について

　当社では、展開するＦＣ事業に関し加盟店への商品等の納入及びロイヤリティー収入を得ておりますが、ＦＣ加

盟店の出店動向及び営業状況等によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社ではＦＣ加盟店に対してインターネットＰＯＳシステムを利用した的確な情報分析・情報提供、ユー

ザーの心理を捉えた販促企画やスーパーバイザーによる訪問指導、更に、メーカーとの強い連携によるマーチャン

ダイジングなど、リスクを適切にコントロールし、店舗運営をスムーズに行なう仕組みとノウハウを提供しており

ますが、当社がＦＣ本部としての評価が不十分であったり、加盟企業の方針変更や諸事情により加盟店舗数が減少

する可能性もあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（ハ）法的規制について

古物営業法について

　当社が行なうリサイクル品の買取及び販売は、「古物営業法」による規制を受けております。同法の監督官庁は、

店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会であり、同法及び関連法令による規制の内容は次のとおりであります。

・古物の売買または交換を行なう営業を営む場合には、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなけれ

ばならない。 

・古物の買取金額が１万円以上の場合及び中古ゲームソフトなどの買取を行なう場合は、相手方の住所、氏名、職

業、年齢が記載された文書の交付を受けなければならない。

・取引年月日、古物の名目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿等に記載しなければ

ならない。

（ニ）賃借物件における差入保証金について

　当社における直営店舗の出店は賃貸による方法を基本としており、物件の契約時に賃貸人に対し保証金を差入れ

ております。当該保証金は期間満了による契約解消時に契約に従い原則として返還されることになっておりますが、

賃貸人の経済的破綻等によりその一部または全額が回収できなくなる可能性があります。また、契約満了時前に中

途解約した場合には、契約内容に従って契約違反金の支払が必要となる場合があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、ＴＶゲーム販売専門店の直営店の運営及びＦＣ店舗の展開を中心とした、ＴＶゲーム関連事業を主な事業と

しております。また、ＴＶゲームに加え、書籍の販売・買取、ＡＶ関連商品の取扱いも行なう複合店の運営及びＦＣ展

開を行なうほか、複合カフェの直営店運営及び店舗開設（プロデュース）を行なっております。更に、その他の事業と

して、ゲームポータルサイトの運営、ゴルフ用品の販売・買取、出版事業を行なっております。

　なお、平成18年10月１日をもって研磨機事業を、平成19年１月１日をもってＴＶゲーム卸代行店事業をそれぞれ株式

会社ハブ・ア・グッドへ事業譲渡しております。また、複合カフェ向けの映像コンテンツ配信サービスは平成19年１月

31日をもって終了、複合カフェ直営店であります「ヒーリン・フィーリン京都河原町店」は平成19年９月30日をもって

株式会社モア・グッド・タイムへ売却いたしております。

当社の事業系統図は下記のとおりです。

（平成19年９月30日現在）

 

ＴＶゲーム
関連事業 

当社 

ＡＶ関連事業 

書籍関連事業 

複合カフェ 
事業 

その他 
事業 

ＴＶゲーム関連商品 
トレーディングカード 

ＣＤ・ＡＶレンタル 

書籍他関連商品 

複合カフェ運営 

複合カフェ店舗開設（プロデュース） 

ゴルフ用品販売・買取 

ゲームポータルサイト「Glep」 

ロボット総合情報誌「ROBOT LIFE」 

得意先 
（複合カフェ店） 

｢ヒーリン・フィーリン｣ 

直営店 

｢ゴルフ・ゴーラウンド｣ 

直営店 

「復活書房」 

直営店 

｢ワンダーパニック｣ 
｢レストアストアー｣ 

「復活書房」 

ＦＣ加盟店 

得意先 
（書店等） 

（当社のその他の関係会社） 

ジェイオーグループホールディングス株式会社 

事業会社の運営、株式の保有、経営戦略の立案 

｢ＴＶパニック｣ 
｢wanpaku｣ 

｢ＣＯＭＧ！｣ 
｢ギャングスター｣ 

｢ＴＶパニック｣ 
｢wanpaku｣ 

一 

般 

消 

費 

者 

（当社のその他関係会社） 

株式会社クインランド 

ＩＴ技術を駆使したWebマーケティング等 
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　なお、当事業年度において株式会社クインランドは、同社の保有する当社株式の一部（9,083,000株、総株主の議決権に

対する割合33.19％）をジェイオーグループホールディングス株式会社へ譲渡しましたので、同日をもって株式会社クイン

ランドは、当社の親会社に該当しなくなりました。同時に、ジェイオーグループホールディングス株式会社は当社の筆頭

株主となっております。

１．ＴＶゲーム関連事業

　当社は「ＴＶパニック」「ｗａｎｐａｋｕ（ワンパク）」「ＣＯＭＧ！（コング）」「ギャングスター」のＦＣ加

盟店に対してＴＶゲームソフト・ハード・周辺機器、その他販促物の卸売りを行なうとともに、ＦＣ加盟店よりロイ

ヤリティーを得ております。また、直営店においてもＴＶゲームソフト・ハード・周辺機器の販売及び中古の販売・

買取を行なっております。

２．ＡＶ（オーディオ・ビジュアル）関連・書籍関連事業

　当社は、直営店において新品及び中古のＣＤ・ＤＶＤ・ビデオの販売とレンタル、及び新刊書籍・雑誌等を販売す

るほか、中古書籍の販売・買取を行なっております。また「復活書房」のＦＣ加盟店に対して書籍及びその他の関連

商品の卸売りを行なっております。

（平成19年9月30日現在）

店舗名 業態 店舗数

 ＴＶパニック・復活書房

 ＴＶゲーム専門店（直営店・ＦＣ店・準ＦＣ店）及び

ＴＶゲーム、中古書籍関連商品を扱う複合店（直営店・

ＦＣ店）

229店

 ワンダーパニック  ＣＤ、ＤＶＤ、ＴＶゲーム、書籍等を扱う複合店 ２店

 ｗａｎｐａｋｕ（ワンパク）  ＴＶゲーム専門店（直営店・ＦＣ店・準ＦＣ店）  375店

 ＣＯＭＧ！（コング）  ＴＶゲーム専門店（ＦＣ店） 37店

 ギャングスター  ＴＶゲーム専門店（ＦＣ店） 47店

 レストアストアー
 ＣＤ、ＤＶＤ、ＴＶゲーム、書籍、古着等を扱う大型

複合店（直営店）
１店

３．複合カフェ事業

　当社は、他社の複合カフェ新規出店に伴う店舗開設（プロデュース）等を行なっております。

４．その他事業

　当社は、ゲームポータルサイト「Ｇｌｅｐ（ジーレップ）」の企画・運営を行なっております。また平成18年８月

よりロボット総合情報誌「ＲＯＢＯＴ　ＬＩＦＥ（ロボットライフ）」を企画・製作・販売しております。更に、直

営店２店舗において新品及び中古のゴルフ用品の販売・買取を行なっております。尚、ロボット事業は平成19年10月

31日をもって廃止し、ポータル事業は平成19年12月31日をもって廃止いたします。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

【経営理念】

　当社はお客様が「ワクワク」する次世代エンタテインメント・サービスをお届けいたします。

【行動指針】

①お客様の利益を第一に考え「ワクワク」のサービスを提供してまいります。

②常にお取引先様と公平・公正な関係を保ち、互いに切磋琢磨し良きパートナーとして共にサービスの向上を目

指します。

③社員が持つ限りない可能性が企業成長の要であり、その可能性を最大限発揮できる企業文化（適正かつ厳正な

評価）を育み共に成長します。

④常に株主様に対して適正な利益還元と情報開示により信頼に応え、継続的な成長と企業価値の向上を目指しま

す。

⑤常に社会に貢献すべき役割と責務を担う事を自覚し、環境との調和を図ります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、中期的な経営指標として財務体質の強化、営業利益の確保に全力を挙げてまいります。

　当社の主力事業であるＴＶゲーム市場は、元来新型ハードの売れ行き及び発売タイトルにより売上が大きく影響さ

れる特性があることに加え、オンラインゲームの台頭など情報流通インフラの進展により、経営環境は激しく変化し

ております。このような環境の中、中期的には利益の源泉となる売上高の拡大に注力する一方コスト削減を図り当面

は営業利益率１％を目標としてまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、お客様に「ワクワク」する次世代エンタテインメントを提供できるよう、お客様とのコンタクトポイント

である店舗網の拡大とりわけファミリー層の集客力を持つＧＭＳ（総合スーパー）等へのインショップ展開を図って

まいります。一方、人件費他諸経費の圧縮を最大限に図ることでハード・ソフトのヒットの有無等の売上変動要因に

も耐えうる収益構造にしてまいります。

　さらに、ＦＣ加盟店及び直営店における既存店スペースを有効活用した携帯電話販売代理店事業の参入により、付

加価値の創出及び収益拡大をしてまいります。また経営戦略の実行を可能とする組織体制の強化と維持のための人材

育成が不可欠と考えております。このために研修強化による人材のスキルアップと社員のモチベーションを喚起する

人事制度の抜本的な見直しを実施し、社員一人一人がチャレンジ精神をもつ一方で自己責任を追及する企業風土の改

革を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は、平成19年４月にクインランドグループから離脱するとともに平成19年５月にジェイオーグループホールディ

ングス株式会社（代表取締役：竹下雅稔、本社：神戸市、大証２部、証券コード1710）が当社の筆頭株主となったこ

とで、経営基盤の安定のもと、収益確保を図ってまいります。またジェイオーグループホールディングス株式会社の

資本参入に伴い同社とのシナジーを追求する一環として、同社の子会社である神戸タウン株式会社が既に展開してい

る携帯電話販売代理店事業を当社既存店舗においても積極的に取り組み収益の拡大を図ってまいります。 

　一方、当社の主力事業であるＴＶゲーム事業につきましては、引き続き収益基盤の拡大を図ってまいりますが、不

採算店舗につきましては早期の閉店、又は出店形態の見直しによりコスト面での効率化を図り収益の向上を図ります。
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(5）内部管理体制の整備・運用状況

（イ）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

①内部牽制組織の基本的な考え方

　当社は、厳しい経営環境の変化に迅速に対応する経営の強化を図るために、内部牽制組織を改めて見直し、不

備を改善し、すべてのステークホルダーから信頼を得られるよう、企業経営の有効性、効率性を追求してまいり

ます。

②組織上の業務部門及び管理部門の配置状況

　当社の組織は、商品の発注・仕入業務を行なう商品企画部、商品の検収を行なう業務管理部門そして財務経理

部門とが業務の流れの中で相互に関連し合い、発生しうるリスクとそれらに対応する内部統制の役割を果たして

おります。販売業務においても同様に全営業部門、業務管理部門、財務経理部門が相互に関係し、会計処理に正

しく反映されるための統制が効くようにしております。

③社内規程の整備状況

　社内規程につきましては、従業員就業関連規程集、会社規程・規則集などを制定しており、必要に応じ随時改

定を行なっております。

（ロ）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当社は、平成17年２月より「経営の意思決定機能」、「管理監督機能」及び「業務執行機能」の分離を図り、

各機関の役割と責任の明確化を図ることを目的とし執行役員制度を導入しており、平成19年２月１日より執行役

員が就任し、コンプライアンスの強化を図っております。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　その他の関係会社に関する事項

（イ）商号等

名称 議決権の被所有割合 上場証券取引所名

 ジェイオーグループホールディングス株式会社  33.28％  株式会社大阪証券取引所２部

（ロ）関連当事者との取引

　当社は業務の必要に応じて関連当事者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要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ない、経営の独

立性の確保に努めてまいります。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年９月30日）
当事業年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  1,969,049   423,917   

２．売掛金   1,480,177   1,481,721   

３．テナント未収入金   182,740   204,417   

４．商品   1,723,406   1,594,552   

５．製品   8   －   

６．仕掛品   288   －   

７．前渡金   40,296   4,694   

８．前払費用   59,980   42,539   

９．繰延税金資産   265,820   －   

10．親会社短期貸付金   1,800,000   －   

11．未収入金   230,240   71,615   

12．立替金   9,428   －   

13．預け金 ※１  －   303,020   

14．その他   2,823   6,440   

貸倒引当金   △17,012   △56,971   

流動資産合計   7,747,248 79.7  4,075,947 65.3 △3,671,301

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  666,510   622,447    

減価償却累計額  502,098 164,412  502,069 120,377   

(2）構築物  2,330   2,197    

減価償却累計額  1,196 1,134  1,286 911   

(3）車両運搬具  6,866   6,866    

減価償却累計額  6,523 343  6,523 343   

(4）器具備品  332,363   315,746    

減価償却累計額  259,126 73,236  258,577 57,168   

(5）土地   103,353   103,353   

有形固定資産合計   342,480 3.5  282,154 4.5 △60,325

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   232,294   114,589   

(2) 電話加入権   19,140   19,506   

(3) のれん   405,634   242,225   

無形固定資産合計   657,069 6.8  376,321 6.1 △280,748
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前事業年度

（平成18年９月30日）
当事業年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   94,786   34,511   

(2）出資金   3,558   1,689   

(3）長期貸付金   54,232   51,844   

(4) 従業員長期貸付金   11,000   8,231   

(5）破産更生等債権   299,237   305,285   

(6）長期前払費用   13,515   9,027   

(7）前払年金費用   －   70,792   

(8）長期差入保証金   572,407   1,199,415   

(9）保険積立金 ※１  123,089   119,582   

(10）その他   77,545   8,717   

貸倒引当金   △282,727   △303,308   

投資その他の資産合計   966,645 9.9  1,505,788 24.1 539,143

固定資産合計   1,966,195 20.2  2,164,264 34.7 198,069

Ⅲ　繰延資産         

１．社債発行費   4,549   1,558   

２．新株発行費   3,203   －   

繰延資産合計   7,752 0.1  1,558 0.0 △6,194

資産合計   9,721,196 100.0  6,241,770 100.0 △3,479,426

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  1,870,915   1,781,756   

２．短期借入金 ※１  2,865,000   1,648,003   

３．関係会社短期借入金   －   400,000   

４．一年以内返済予定長
期借入金

※１  911,240   336,260   

５．一年以内償還予定社債 ※１  280,000   270,000   

６．未払金 ※３  169,722   415,836   

７．未払費用 ※３  19,937   9,629   

８．未払法人税等   24,676   29,643   

９．未払消費税等   4,109   －   

10．預り金   12,169   3,652   

11．前受収益   378   378   

12．賞与引当金   121,782   14,586   

13．返品調整引当金   1,445   －   

14．その他   6,041   29,352   

流動負債合計   6,287,419 64.7  4,939,098 79.1 △1,348,320
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前事業年度

（平成18年９月30日）
当事業年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債         

１．社債 ※１  560,000   290,000   

２．長期借入金 ※１  465,160   128,900   

３．預り保証金   635,349   515,077   

４．繰延税金負債   52,872   75,206   

５．リース資産減損勘定   －   176,897   

６．その他   9,639   741   

固定負債合計   1,723,021 17.7  1,186,822 19.0 △536,198

負債合計   8,010,440 82.4  6,125,921 98.1 △1,884,519

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,233,030 12.7  1,233,030 19.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  828,214   471,014    

(2）その他資本剰余金  1,071   1,138    

資本剰余金合計   829,285 8.5  472,153 7.6 △357,132

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  △355,839   △1,585,907    

利益剰余金合計   △353,139 △3.6  △1,585,907 △25.4 △1,232,767

４．自己株式   △5,131 △0.1  △4,419 △0.1 712

株主資本合計   1,704,045 17.5  114,857 1.9 △1,589,187

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  6,710 0.1  991 0.0 △5,719

評価・換算差額等合計   6,710 0.1  991 0.0 △5,719

純資産合計   1,710,756 17.6  115,849 1.9 △1,594,907

負債純資産合計   9,721,196 100.0  6,241,770 100.0 △3,479,426
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．商品売上高  27,282,623   38,156,689    

２．製品売上高  10,417   18,691    

３．その他売上高 ※１ 578,806 27,871,847 100.0 410,417 38,585,798 100.0 10,713,951

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  665,263   1,723,406    

２．製品期首たな卸高  －   8    

３．合併による商品受入高  790,779   －    

４．当期商品仕入高  24,346,937   34,758,141    

５．当期製品製造原価  9,290   80,879    

合計  25,812,270   36,562,436    

６．他勘定振替高 ※８ 60,003   235,701    

７．商品期末たな卸高  1,723,406   1,594,552    

８．製品期末たな卸高  8 24,028,852 86.2 － 34,732,182 90.0 10,703,330

返品調整引当金調整前
売上総利益

  3,842,995 13.8  3,853,616 10.0 10,621

９．返品調整引当金戻入益  － － － 1,445 1,445 0.0  

10．返品調整引当金繰入額  1,445 1,445 0.0 － － －  

売上総利益   3,841,549 13.8  3,855,061 10.0 13,512
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前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  77,931   81,595    

２．給与手当  1,047,749   1,331,128    

３．賞与  31,025   79,620    

４．賞与引当金繰入額  121,782   14,586    

５．退職給付費用  4,673   14,751    

６．法定福利費  110,556   126,544    

７．福利厚生費  11,612   14,827    

８．広告宣伝費  133,764   189,588    

９．荷造運賃  116,211   184,260    

10．販売手数料  32,332   30,960    

11．旅費交通費  105,793   90,108    

12．通信費  51,864   59,088    

13．水道光熱費  80,641   87,993    

14．消耗品費  116,184   134,324    

15．減価償却費  134,863   147,150    

16．長期前払費用償却費  3,281   3,072    

17．のれんの償却額  44,257   110,462    

18．修繕費  110,572   113,796    

19．地代家賃  432,306   548,269    

20．リース料  128,912   113,463    

21．支払手数料  320,530   550,677    

22．貸倒引当金繰入額  2,381   49,068    

23．その他  194,505 3,413,734 12.3 73,094 4,148,436 10.8 734,701

営業利益（△は営業損
失）

  427,814 1.5  △293,374 △0.8 △721,189

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※２ 25,779   56,325    

２．受取配当金  1,754   1,422    

３．受取手数料  6,958   7,120    

４．有価証券利息  －   260    

５．保険解約返戻金  25,714   26,033    

６．その他  9,519 69,725 0.3 12,487 103,649 0.3 33,923
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前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  63,155   76,417    

２．社債利息  5,802   8,228    

３．社債発行費償却  2,991   2,991    

４．新株発行費償却  3,075   3,075    

５．貸倒引当金繰入額  1,079   14,292    

６．その他  7,545 83,649 0.3 23,472 128,478 0.3 44,829

経常利益（△は経常損
失）

  413,891 1.5  △318,203 △0.8 △732,094

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  10,659   5,000    

２．賞与引当金戻入益  －   28,968    

３．固定資産売却益 ※３ 27   221    

４．販売協力金  28,661   －    

５．店舗等売却益  44,610   －    

６．事業譲渡益  70,000   －    

７．その他  － 153,959 0.6 2,500 36,690 0.1 △117,269

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 3,107   34,763    

２．関係会社株式評価損 ※６ 64,559   －    

３．事業再編損失 ※5,8 161,014   743,960    

４．役員退職慰労金  100,000   －    

５．減損損失 ※７ 54,275   202,670    

６．貸倒引当金繰入額  188,985   －    

７．商品廃棄損失 ※８ 60,003   －    

８．その他  24,371 656,317 2.4 13,385 994,779 2.6 338,462

税引前当期純損失   △88,466 △0.3  △1,276,293 △3.3 △1,187,826

法人税、住民税及び事
業税

 16,620   23,336    

法人税等調整額  △105,683 △89,062 △0.3 290,337 313,674 0.8 402,736

当期純利益（△は当期
純損失）

  596 0.0  △1,589,967 △4.1 △1,590,563
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  － － －   

Ⅱ　労務費  － － 9,596 11.9  

Ⅲ　経費 ※２ 9,578 100.0 70,995 88.1  

当期製造費用  9,578 100.0 80,591 100.0  

期首仕掛品たな卸高  －  288   

合計  9,578  80,879   

期末仕掛品たな卸高  288  －   

当期製品製造原価  9,290  80,879   

（注）

 １．原価計算の方法

原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

※２．主な内訳は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

外注加工費 7,119 18,985

製品廃棄損失 － 29,611
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計

平成17年９月30日残高
（千円）

1,233,030 1,339,968 221 1,340,190

事業年度中の変動額（千円）     

欠損填補  △882,453 △221 △882,675

合併による受入  370,700  370,700

当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分   1,071 1,071

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
（千円）

－ △511,753 849 △510,904

平成18年９月30日残高
（千円）

1,233,030 828,214 1,071 829,285

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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17年９月30日残高
（千円）

19,091 △891,541 △872,450 △10,225 1,690,545

事業年度中の変動額（千円）      

欠損填補 △19,091 901,767 882,675  －

合併による受入 2,700 △366,661 △363,961  6,738

当期純利益  596 596  596

自己株式の取得    △189 △189

自己株式の処分    5,283 6,354

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
（千円）

△16,391 535,701 519,310 5,094 13,499

平成18年９月30日残高
（千円）

2,700 △355,839 △353,139 △5,131 1,704,045
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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17年９月30日残高
（千円）

9,645 9,645 1,700,190

事業年度中の変動額（千円）    

欠損填補   －

合併による受入   6,738

当期純利益   596

自己株式の取得   △189

自己株式の処分   6,354

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,934 △2,934 △2,934

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,934 △2,934 10,565

平成18年９月30日残高
（千円）

6,710 6,710 1,710,756
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当事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計

平成18年９月30日残高
（千円）

1,233,030 828,214 1,071 829,285

事業年度中の変動額（千円）     

欠損填補  △357,200  △357,200

当期純損失     

自己株式の処分   67 67

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
（千円）

－ △357,200 67 △357,132

平成19年９月30日残高
（千円）

1,233,030 471,014 1,138 472,153

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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）

2,700 △355,839 △353,139 △5,131 1,704,045

事業年度中の変動額（千円）      

欠損填補 △2,700 359,900 357,200  －

当期純損失  △1,589,967 △1,589,967  △1,589,967

自己株式の処分    712 780

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
（千円）

△2,700 △1,230,067 △1,232,767 712 △1,589,187

平成19年９月30日残高
（千円）

－ △1,585,907 △1,585,907 △4,419 114,857
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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

事業年度中の変動額（千円）    

欠損填補   －

当期純損失   △1,589,967

自己株式の処分   780

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,719 △5,719 △5,719

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,719 △5,719 △1,594,907

平成19年９月30日残高
（千円）

991 991 115,849
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
当事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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

  

税引前当期純損失  △1,276,293

減価償却費  260,300

長期前払費用償却  3,072

社債発行費償却  2,991

新株発行費償却  3,075

貸倒引当金の増加額  60,540

賞与引当金の減少額  △107,195

返品調整引当金の減少額  △1,445

投資有価証券売却益  △5,000

事業再編損失  712,226

固定資産売却益  △221

固定資産除却損  34,763

店舗等閉鎖損失  1,827

減損損失  202,670

売上債権の増加額  △1,543

たな卸資産の増加額  △104,536

仕入債務の減少額  △89,127

受取利息及び受取配当金  △57,748

支払利息及び社債利息  84,646

差入保証金の増加額  △617,205

預り保証金の減少額  △120,271

その他  233,363

小計  △781,110

利息及び配当金の受取額  58,261

利息の支払額  △76,450

法人税等の支払額  △19,710

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △819,009
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当事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

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  △104,000

定期預金の払戻による収入  472,524

有形固定資産の売却による収入  13,792

有形固定資産の取得による支出  △54,146

投資有価証券の売却による収入  464,727

親会社に対する貸付金の回収に
よる収入

 1,056,125

貸付金の回収による収入  27,862

ソフトウェアの取得による支出  △129,153

のれんの取得による支出  △97,551

保証金の差入による支出  △32,183

保証金の返還による収入  21,309

保険積立金の解約による収入  26,068

その他  △12,520

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 1,652,854

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

短期借入れによる収入  12,985,865

短期借入金の返済による支出  △13,502,862

長期借入金の返済による支出  △911,240

社債の償還による支出  △280,000

借入担保のための金融機関への
預入れ額

 △303,000

その他  780

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △2,010,457

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減少額  △1,176,611

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,327,029

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 150,417
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

────── 　当社（旧会社名、株式会社明響社）は、平成18年２月１

日付けで株式会社アクトと合併するとともに商号変更を行

い、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥとしてスタートしましたが、

売上高が当初の見込みを下回り、また想定していた合併効

果が十分に得られなかったことから当事業年度において

293,374千円の営業損失を計上し、さらに事業再編に伴う特

別損失を計上したこと等により1,589,967千円の当期純損失

を計上しました。その結果、当期末における純資産額が期

首と比較して大幅に減少し115,849千円となりました。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

　当社は当該状況を解消すべく以下の施策を実施しており

ます。

１．組織体制の抜本的改革

　当社は当該状況を解消すべく、当事業年度において代

表取締役の異動及び新たな取締役の選任を行うとともに

新執行役員の選任により新経営体制を整備し過去の経営

体制を抜本的に見直すことに着手しました。

　具体的には、本業であるゲーム事業の収益性を改善す

るために組織の効率化及びスリム化を図るとともに、事

業内容を精査することにより不採算事業の撤退を決定し

ております。組織体制の効率化及びスリム化はすでに平

成19年９月末までに完了しており、その効果はすでに発

現してきております。また不採算事業として識別したロ

ボット事業及びポータル事業につきましては平成19年10

月末に撤退の意思決定をしており、これにより当期にお

いて営業利益を圧迫していた要因が次期においては解消

されることとなります。

２．資金の安定化

　純資産の減少による資金繰りへの影響に関しましては、

当社の関連会社であるジェイオーグループホールディン

グス株式会社より平成19年11月30日現在、11億円の融資

が実行されているとともに、当社は当会計年度末以降に

おいても金融機関からの融資が継続されている為、当面

の資金繰りに関しては支障がないものと考えております。

　また、収益基盤の改善及び資金の安定化を図ることによっ

て継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと

判断しております。

　従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)子会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社株式

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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準 　時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

(1）ＣＤ、ゲームソフトおよび関連商品な

らびに中古書籍

　総平均法による原価法

(1）ＣＤ、ゲームソフトおよび関連商品な

らびに中古書籍

同左

 

 

(2）ゴルフクラブ

　個別法による原価法

(2）ゴルフクラブ

同左

 

 

(3）新刊書籍および雑貨

　売価還元法

(3）新刊書籍および雑貨

同左

 

 

(4）その他の商品

　最終仕入原価法

(4）その他の商品

同左

 

 

(5）製品

　個別法による原価法

(5）製品

同左

 

 

(6）仕掛品

　個別法による原価法

(6）仕掛品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　ただし、取引先に対して貸与している

器具備品については、定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び附属設備　３年から39年

(1）有形固定資産

同左

 

 

(2）無形固定資産

ソフトウェア

　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

(2）無形固定資産

ソフトウェア

同左

 

 

のれん

５年間で均等償却

のれん

同左

 

 

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同左

 

 

(4）少額減価償却資産

　取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、３年均等償却

(4）少額減価償却資産

同左

５．繰延資産の処理方法

 

(1）社債発行費

　３年間で均等償却

(1）社債発行費

同左

 

 

(2）新株発行費

　３年間で均等償却

(2）新株発行費

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

６．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、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

 

 

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、当事業年度の負担すべき支給見込額

を計上しております。

(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、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産に基づき、当事業年度末において発

生している額を計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

 

 

(4）返品調整引当金

出版物の返品による損失に備えるため、

一定期間の売上高に返品実績率及び売買

利益率を乗じて算出した損失見込額を計

上しております。

(4）返品調整引当金

出版物の返品による損失に備えるため、

一定期間の売上高に返品実績率及び売買

利益率を乗じて算出した損失見込額を計

上しております。

 （追加情報）

当事業年度より新たにロボット事業を

開始し、ロボット専門誌を出版したこと

に伴い、当該出版物の返品による損失に

備えるため、一定期間の売上高に返品実

績率及び売買利益率を乗じて算出した損

失見込額を返品調整引当金として計上し

ております。

７．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
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項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

８．ヘッジ会計の方法

 

(イ)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。な

お、特例処理の要件を満たしている金利

スワップについては特例処理によってお

ります。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

 

 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

　金利スワップを手段として、契約時に

存在する借入金を対象としております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

(ハ)ヘッジ方針

　社内規程においてヘッジの手段と対象

を定め、金利変動リスクをヘッジする目

的で行っております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

 

 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計または相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計または相

場変動を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。ただ

し、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略してお

ります。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

────── 　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。

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

消費税等の処理方法

同左

㈱ＮＥＳＴＡＧＥ（7633）平成 19 年９月期決算短信（非連結）

－ 28 －



会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

────── （有形固定資産の減価償却の方法）

　当事業年度より法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日政令

第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法

に変更しております。

　なお、この変更に伴う影響は軽微であります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

　これにより税引前当期純損失が54,275千円増加しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

──────

（役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。これによる損益に与える影響は

ありません。

──────

（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1,710,756千円

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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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「前払年金費

用」（当事業年度は66,315千円）は資産の総額の100分の

１以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含

めて表示することにいたしました。

（貸借対照表）

　「預け金」は前事業年度まで流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが資産の総額の100分の１を超え

たため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度における「預け金」の金額は20千円で

あります。

　「前払年金費用」は前事業年度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資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度における「前払年金費用」の金額は

66,315千円であります。

　前事業年度まで区分掲記しておりました「立替金」（当

事業年度は6,069千円）は重要性が乏しくなったため、流

動資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。

　前事業年度まで区分掲記しておりました「未払消費税

等」（当事業年度は18,146千円）は重要性が乏しくなった

ため、流動負債の「その他」に含めて表示することにいた

しました。

（損益計算書）

　「保険解約返戻金」は前事業年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度における「保険解約返戻金」の金額は

128千円であります。

　「役員退職慰労金」は前事業年度まで特別損失の「その

他」に含めて表示しておりましたが特別損失の総額の100

分の10を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度における「役員退職慰労金」の金額は

11,010千円であります。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

※１．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。

(イ)担保に供している資産

※１．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。

(イ)担保に供している資産

定期預金 55,000千円 預け金 303,000千円

定期預金 213,000

保険積立金 119,544

　計 635,544

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

買掛金 22,266千円 買掛金 84,050千円

短期借入金 648,003

社債（一年内償還予定分含

む）

440,000

長期借入金（一年内返済予

定分含む）

230,000

　計 1,402,053

　２．偶発債務

(1）金融機関からの借入に対して保証を行っておりま

す。

　２．偶発債務

(1）金融機関からの借入に対して保証を行っておりま

す。

借入保証 ㈱モアグッドタイム 125,000千円

　　計  125,000

借入保証 ㈱モアグッドタイム 252,500千円

　　計   252,500

※３．関係会社に対する負債には、区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。

※３．関係会社に対する負債には、区分掲記されたものの

ほか、次のものがあります。

未払金 9,527千円 未払費用 1,052千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．その他売上高の内訳は、次のとおりであります。 ※１．その他売上高の内訳は、次のとおりであります。

ＦＣロイヤリティ 361,197千円

販促協力金 93,208

開店指導料 6,700

加盟金 117,500

加盟店研修費 200

計 578,806

ＦＣロイヤリティ 376,387千円

販促協力金 19,067

開店指導料 7,528

加盟金 7,037

加盟店研修費 396

計 410,417

※２．関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであり

ます。

※２．関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであり

ます。

受取利息 20,399千円 受取利息 47,142千円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

器具備品 27千円

計 27

器具備品 221千円

計 221

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 2,427千円

器具備品 679 

計 3,107

建物 4,035千円

器具備品 3,379

ソフトウエア 25,437

長期前払費用 1,910

計 34,763

※５．事業再編損失の内訳は、次のとおりであります。 ※５．事業再編損失の内訳は、次のとおりであります。

子会社整理損失 161,014千円

計 161,014

組織改変に伴う退職者給与

等

18,424千円

ソフトウエア開発中止損失 103,778

ポータル事業撤退損失 321,284

ロボット事業撤退損失 35,706

事業再編による商品廃棄損

失

233,098

その他 31,668

計 743,960

※６．関係会社株式評価損の内訳は、次のとおりでありま

す。

※６． 　　　　　　　　――――――

㈱ウェブベース 64,559千円

計 64,559
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前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※７．当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

※７．当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類
金額

（千円）

大阪府豊中市 賃貸用資産 土地 49,461

岡山県岡山市
ほか

店舗
建物、器具
備品ほか

4,814

合計 － － 54,275

場所 用途 種類
金額

（千円）

大阪府豊中市 ＦＣ営業権 のれん 150,498

大阪府豊中市
 自社利用ソ
フトウエア

ソフト
ウエア

27,250

岡山県岡山市
ほか

店舗
建物、器具
備品ほか

24,921

合計 － － 202,670

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として

店舗ごとに、また、賃貸用資産については、物件ごとにグ

ルーピングを行っております。

地価の継続的な下落及び賃貸相場の低迷により、一部の

賃貸用資産につきましては時価が著しく下落しているため、

また、売上の不振により、一部の店舗につきましては営業

活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスと

なっているため、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いたしました。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として

店舗ごとに、また、賃貸用資産については、物件ごとに、

のれんについてはブランドグループごとにグルーピングを

行なっております。

売上の不振により、一部の店舗及びのれん等につきまし

ては営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマ

イナスとなっているため、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いたし

ました。

減損損失の内訳 減損損失の内訳

建物 2,243千円

器具備品 2,163

土地 49,461

その他 408

計 54,275

建物 19,695千円

器具備品 5,018

のれん 150,498

ソフトウエア 27,250

その他 206

計 202,670

なお、当資産グループの回収可能価額につきましては、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

3.8％で割り引いて算定しております。

なお、当資産グループの回収可能価額につきましては、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

4.7％で割り引いて算定しております。

※８．他勘定振替高の内容は以下のとおりであります。 ※８．他勘定振替高の内容は以下のとおりであります。

商品廃棄損失（特別損失） 60,003千円 事業再編損失 233,098千円

その他 2,602

計 235,701
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成17年10月１日　　至　平成18年９月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

（株）
増加

（株）
減少

（株）
当事業年度末

（株）

普通株式 175,871 600 90,000 86,471

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加600株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少90,000株は、ストック・オプションとしての新株予約権の行使によ

る減少であります。

当事業年度（自　平成18年10月１日　　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

（株）
増加

（株）
減少

（株）
当事業年度末

（株）

普通株式 27,363,234 － － 27,363,234

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

（株）
増加

（株）
減少

（株）
当事業年度末

（株）

普通株式 86,471 － 12,000 74,471

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少12,000株は、ストック・オプションとしての新株予約権の行使による減

少であります。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 423,917千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△273,500

現金及び現金同等物 150,417

　２．重要な非資金取引の内容

　　親会社貸付金の代物弁済による投資有価証券の増加

 405,795千円
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（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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

１株当たり純資産額 ４円24銭

１株当たり当期純損失 △58円27銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。

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

あります。

 
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
596 △1,589,967

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に

係る当期純損失（△）（千円）
596 △1,589,967

期中平均株式数（株） 24,486,645 27,285,377

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 125,246 －

（うち自己株式取得方式によるストックオ

プション）
(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）

――――――

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付関係、ストックオプション等関係、税効果会計関係、関連当

事者との取引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略します。
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