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(百万円未満切捨て) 

１. 平成20年12月期第1四半期財務・業績の概況（平成20年１月１日～平成20年3月31日） 

(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12月第1四半期 25 △80.0 △44 ― △2 ― △2 ―

19年12月第1四半期 125 73.5 △56 ― △34 ― △34 ―

(参考)19年12月期 275 △23.1 △156 ― △53 ― △77 ―
 

 
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12月第1四半期 △0  00 ―   ― 

19年12月第1四半期 △0  03 ―   ― 

(参考)19年12月期 △0  06 ―   ― 

  

   (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12月第1四半期 8,817 8,211 93.1 6  03 

19年12月第1四半期 10,090 9,465 93.8 6  95 

(参考)19年12月期 9,796 9,157 93.5 6  72 

 

２．平成20年12月期の連結業績予想(平成20年１月１日～平成20年12月31日)【参考】 

連結業績予想につきましては、平成20年2月15日に発表しました予想を変更しておりません。 

 

３．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

（３） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

[（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．その他をご覧ください。] 

 

(参考)平成20年12月期の個別業績予想(平成20年１月１日～平成20年12月31日) 

個別業績予想につきましては、平成20年2月15日に発表しました予想を変更しておりません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想については、当社および当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づい

ており、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異

なる可能性があります。 
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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、原燃材料価格の高騰、米国のサブプライム問題の影響等による円高な

ど、不安定要素はあるものの、堅調な設備投資等により、横這い傾向が続いております。デジタル家電業界

においては、同業他社との激しい技術開発・低価格競争のため、厳しい状況が続いております。 

 このような状況下、当社グループは、コストの削減による収益の確保を目指してまいりました。これらの

結果、当第１四半期の連結売上高は25,078千円、経常損失は2,202千円、四半期純損失は2,522千円となりま

した。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期における財政状態は、以下のとおりであります。 

総資産は、前連結会計年度末比978,558千円の減少となりました。資産の主な減少の要因は、現金及び預金

の減少1,352,291千円及び未収入金の増加516,328千円並びに投資有価証券の減少139,500千円等であります。

また、総負債は、前連結会計年度末比32,811千円減少いたしました。負債の主な減少の要因は、買掛金の減

少47,029千円及び未払金の増加16,368千円等であります。 

純資産は、前連結会計年度末比945,747千円の減少となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.4ポイント減少し、93.1%となりました。 

 

３．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  

引当金の計上基準等につき、簡便的な方法を採用しております。 

（３） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 

該当事項はありません。 
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４．(要約)四半期連結財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結貸借対照表 

                                                                      (単位：千円、％) 

前年同四半期 

(平成19年12月期

第1四半期末) 

当四半期 

(平成20年12月期 

第1四半期末) 

 

       増 減 

(参 考) 

平成19年12月期

 

科目 

 

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 6,734,945 5,819,960 △914,985 △13.6 7,172,251 

2 受取手形及び売掛金 33,305 34,950 1,645 4.9 33,545 

3 たな卸資産 63,379 843 △62,535 △98.7 845 

4 未収入金 1,142,137 1,029,193 △112,944 △9.9 512,865 

5 その他 10,408 10,040 △368 △3.5 14,053 

6 貸倒引当金 △38 △301 △263 690.5 △71 

流動資産合計 7,984,138 6,894,687 △1,089,450 △13.7 7,733,488 

Ⅱ 固定資産      

1 有形固定資産      

(1)建物及び構築物 162,758 158,920 △3,838 △2.4 159,078 

(2)機械装置及び運搬具 857 584 △273 △31.9 634 

(3)工具、器具及び備品 2,586 2,819 233 9.0 2,840 

(4)土地 694,904 694,904 ― ― 694,904 

有形固定資産合計 861,106 857,227 △3,878 △0.5 857,457 

2 無形固定資産 1,024 912 △112 △10.9 940 

3 投資その他の資産      

(1)投資有価証券 1,180,930 1,002,030 △178,900 △15.2 1,141,530 

(2)関係会社株式 0 0 ― ― 0 

(3)破産更生債権 427 ― △427 △100.0 ― 

(4)保証金及び敷金 62,841 62,841 ― ― 62,841 

(5)貸倒引当金 △427 ― 427 △100.0 ― 

投資その他の資産合計 1,243,771 1,064,871 △178,900 △14.4 1,204,371 

固定資産合計 2,105,901 1,923,010 △182,890 △8.7 2,062,768 

資産合計 10,090,039 8,817,698 △1,272,341 △12.6 9,796,257 
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                                            (単位：千円、％) 

前年同四半期 

(平成19年12月期

第1四半期末) 

当四半期 

(平成20年12月期

第1四半期末) 

 

       増 減 

(参 考) 

平成19年12月期
 

科目 

 
金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

1 買掛金 73,570 ― △73,570 △100.0 47,029 

2 １年以内返済予定 

長期借入金 
14,299 14,758 458 3.2 14,642 

3 未払金 55,580 146,711 91,131 164.0 130,342 

4 未払法人税等 5,570 5,570 ― ― 11,290 

5 預り金 1,216 289 △926 △76.2 632 

6 展示商品販売促進費引当金 1,584 ― △1,584 △100.0 ― 

7 その他 26,576 3,964 △22,611 △85.1 3,105 

流動負債合計 178,396 171,294 △7,102 △4.0 207,043 

Ⅱ 固定負債      

1 長期借入金 411,908 397,150 △14,758 △3.6 400,884 

2 長期未払退職金 13,887 10,340 △3,547 △25.5 10,340 

3 長期預り金 19,968 27,199 7,231 36.2 20,528 

固定負債合計 445,765 434,690 △11,074 △2.5 431,753 

負債合計 624,161 605,985 △18,176 △2.9 638,796 

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

1 資本金 5,794,263 5,794,263 ― ― 5,794,263 

2 資本剰余金 3,900,038 3,900,027 △11 △0.0 3,900,038 

3 利益剰余金 △227,569 △272,456 △44,887 △19.7 △269,934 

4 自己株式 △1,162 △1,221 △58 △5.1 △1,232 

株主資本合計 9,465,569 9,420,612 △44,957 △0.5 9,423,135 

Ⅱ 評価・換算差額等      

1 為替換算調整勘定 308 △1,208,898 △1,209,207 △392,163.0 △265,674 

評価・換算差額等合計 308 △1,208,898 △1,209,207 △392,163.0 △265,674 

純資産合計 9,465,878 8,211,713 △1,254,164 △13.3 9,157,460 

負債及び純資産合計 10,090,039 8,817,698 △1,272,341 △12.6 9,796,257 
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（２）（要約）四半期連結損益計算書                              (単位：千円、％) 

前年同四半期 

(平成19年12月期

第1四半期) 

当四半期 

(平成20年12月期

第1四半期) 

 

       増 減 

(参 考) 

平成19年12月期 
 

科目 

 
金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 125,051 25,078 △99,972 △80.0 275,295 

Ⅱ 売上原価 112,406 15,559 △96,847 △86.2 227,774 

売上総利益 12,645 9,519 △3,125 △24.7 47,520 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 68,900 53,733 △15,166 △22.0 204,297 

営業損失 56,254 44,213 △12,041 △21.4 156,776 

Ⅳ 営業外収益 28,929 46,058 17,128 59.2 171,160 

1 受取利息及び配当金 28,497 34,448 5,950 20.9 161,833 

2 為替差益 ― 11,152 11,152 ― ― 

3 受取賃貸料 430 430 ― ― 1,722 

4 雑収入 1 27 25 1,713.4 7,604 

Ⅴ 営業外費用 7,201 4,047 △3,153 △43.8 67,461 

1 支払利息 3,348 3,273 △74 △2.2 13,410 

2 為替差損 333 ― △333 △100.0 50,402 

3 雑損失 3,519 773 △2,745 △78.0 3,649 

経常損失 34,526 2,202 △32,323 △93.6 53,077 

Ⅵ 特別損失 ― ― ― ― 22,853 

1 たな卸資産評価損 ― ― ― ― 22,853 

税金等調整前四半期(当

期)純損失 
34,526 2,202 △32,323 △93.6 75,930 

法人税、住民税及び事業税 320 320 ― ― 1,280 

四半期(当期)純損失 34,846 2,522 △32,323 △92.8 77,210 
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期 (自 平成20年1月1日 至 平成20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 

平成19年12月31日残高（千円） 5,794,263 3,900,038 △269,934 △1,232 9,423,135

当四半期中の変動額  

四半期純損失 △2,522  △2,522

自己株式の取得 △7 △7

自己株式の処分 △11 19 7

株主資本以外の項目の当四半
期中の変動額(純額) 

 ―

当四半期中の変動額合計（千円） ― △11 △2,522 11 △2,522

平成20年3月31日残高（千円） 5,794,263 3,900,027 △272,456 △1,221 9,420,612

 

評価・換算差額等  

為替換算  
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計

純資産合計

平成19年12月31日残高（千円） △265,674 △265,674 9,157,460

当四半期中の変動額 

四半期純損失 △2,522

 

自己株式の取得 △7  

自己株式の処分 7

株主資本以外の項目の当四半
期中の変動額(純額) 

△943,224 △943,224 △943,224

当四半期中の変動額合計（千円） △943,224 △943,224 △945,747

平成20年3月31日残高（千円） △1,208,898 △1,208,898 8,211,713

 

 

 


