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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,682 ― 40 ― 31 ― 9 ―
20年3月期第1四半期 2,879 △3.4 100 ― 93 ― 49 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 1.20 ―
20年3月期第1四半期 5.98 ―

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

21年3月期第1四半期 7,211 2,520 34.9 305.60
20年3月期 7,551 2,575 34.1 312.23

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,520百万円 20年3月期  2,575百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期累計期間 5,550 ― 130 ― 100 ― 46 ― 5.58
通期 11,220 0.5 250 33.8 200 36.1 80 39.8 9.70

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい]  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  8,272,500株 20年3月期  8,272,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  24,882株 20年3月期  24,708株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  8,247,709株 20年3月期第1四半期  8,250,923株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月13日に公表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも変更しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績 
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、２ページ【定性的情報・財 
務諸表等】をご覧下さい。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14 
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　第１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱に加えて円高の

進行、原油・素材価格の高騰が追い討ちをかけて、先行きは不透明感が強まる状況となりました。

　当社を取り巻く状況は、個人所得の伸び悩みや物価高騰懸念などから個人消費は引続き勢いを欠き、厳しい経営環

境でありました。

  このような状況下で当社は既存店舗の売上回復に努めて、ＡＶソフトは定番商品や旧譜ＣＤを中心に店頭での新た

な商品訴求に注力し、楽器は春の需要シーズンに合わせた管楽器やギターのセールを行うほか、イベントの開催によ

る集客拡大や顧客のリピート化を図ってまいりました。教室はカルチャーセンターを愛知県大府市と愛媛県伊予郡の

２ヶ所の大型ＳＣ内に新設しました。

　部門別の売上高の状況は、ＡＶソフトは前事業年度に３店舗の閉鎖を行ったことに加え、話題作品の不足や音楽配

信の影響などにより８億23百万円（前年同期比16.1％減）となりました。楽器は管楽器や弦楽器は堅調で、ギター関

連は売上回復の兆しがあるものの、ピアノが前年同期のモデルチェンジによる需要増の反動で８億62百万円（同9.3％

減）となりました。教室はカルチャーセンターの新店効果により会員数が増加して９億74百万円（同6.2％増）となり

ました。この結果、当第１四半期の売上高は26億82百万円（同6.9％減）となりました。

  利益面におきましては、粗利益率は上昇しましたが減収による影響を補えず、カルチャーセンターの諸経費が増加

して営業利益は40百万円（同59.3％減）、経常利益は31百万円（同66.5％減）、四半期純利益は９百万円（同80.0％

減）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　   （１）財政状態の変動状況

  当第１四半期末の総資産は72億11百万円となり、前事業年度末に比べ３億40百万円減少いたしました。流動資産は

33億89百万円となり、２億96百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が２億34百万円、受取手形及び売

掛金が68百万円それぞれ減少いたしました。固定資産は38億22百万円となり、43百万円減少いたしました。有形固定

資産は、減価償却費が有形固定資産の取得を上回り、19億51百万円となり、22百万円減少いたしました。無形固定資

産は38百万円となり３百万円増加し、投資その他資産は18億32百万円となり24百万円減少いたしました。

　当第１四半期末の負債合計は46億91百万円となり、前事業年度末に比べ２億85百万円減少いたしました。流動負債

は28億79百万円となり、41百万円減少いたしました。主な要因は、未払金が73百万円、未払法人税等が34百万円、賞

与引当金が31百万円それぞれ減少し、短期借入金が１億円増加いたしました。固定負債は18億11百万円となり、２億

43百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が２億32百万円減少いたしました。

　当第１四半期末の純資産は25億20百万円となり、前事業年度末に比べ54百万円減少いたしました。主な要因は、配

当金の支払いが41百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円減少いたしました。

  この結果、自己資本比率は、前事業年度末の34.1％から34.9％となりました。

　　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ１億71百万円減少し、

11億22百万円となりました。

  当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は４百万円となりました。

　これは主に、税引前四半期純利益が31百万円、減価償却費が43百万円となり、売上債権の減少額が68百万円、仕入

債務の減少額が46百万円、法人税等の支払額が51百万円になったこと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11百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出が49百万円、定期預金の預入による支出が21百万円あったものの、定

期預金の払戻による収入が84百万円になったこと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１億87百万円となりました。

　これは主に、短期借入金の純増減額が１億円あったものの、長期借入金の返済による支出が２億46百万円、配当金

の支払額が41百万円になったことによるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　ＡＶソフト業界において、当初の予測以上に市場環境や需要が悪化しておりますが、カルチャー教室や管楽器、弦

楽器など堅調に推移しており、利益面におきましても第２四半期以降に回復の兆しも見えてきています。

　以上のことから判断し、現時点においては業績予想（平成20年５月13日発表）の見直しは行っておりません。



４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　     　 １．簡便な会計処理   

　　(1) たな卸資産の評価方法

                たな卸高の算出に関しては、前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法

　　　　　　　によっております。

　          (2) 固定資産の減価償却費の算定方法   

　              定率法を採用している資産ついては、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

              っております。

　　(3) 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　　　　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化

　　　　　　　がないと認められるため、前事業年度末決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

　　　　　　　を使用しております。

　　　　　２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　　  　税金費用の計算

　　　　　　　　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

　　　　　　　用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　　　　　　　　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　　　　１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

　　　　　　する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表

　　　　　　等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっており

　　ましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（会計基準第９号　平成18年７

　　月５日）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による低価法（貸借対照表価額については収益性の

　　低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　　なお、これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

　３．リース取引に関する会計基準の適用

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に

　　よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する

　　会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売

　　買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

　　す。

　　　これによる財務諸表への影響はありません。

　　　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

　　ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,269,214 1,503,358

受取手形及び売掛金 208,959 277,019

商品 1,376,668 1,379,302

その他 535,712 528,076

貸倒引当金 △870 △1,340

流動資産合計 3,389,684 3,686,415

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,083,025 1,103,919

土地 777,494 777,494

その他（純額） 91,137 92,572

有形固定資産合計 1,951,657 1,973,985

無形固定資産 38,099 34,520

投資その他の資産   

投資有価証券 520,311 559,577

保証金 885,469 884,033

その他 476,895 463,521

貸倒引当金 △50,310 △50,222

投資その他の資産合計 1,832,366 1,856,910

固定資産合計 3,822,123 3,865,416

資産合計 7,211,807 7,551,832

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 688,621 707,623

短期借入金 700,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 882,593 896,880

その他 608,361 716,586

流動負債合計 2,879,576 2,921,089

固定負債   

長期借入金 1,448,877 1,680,910

退職給付引当金 143,936 141,447

役員退職慰労引当金 216,280 230,500

その他 2,700 2,700

固定負債合計 1,811,793 2,055,557

負債合計 4,691,369 4,976,646



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 957,000 957,000

資本剰余金 985,352 985,352

利益剰余金 429,230 460,589

自己株式 △4,152 △4,127

株主資本合計 2,367,429 2,398,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 153,008 176,371

評価・換算差額等合計 153,008 176,371

純資産合計 2,520,438 2,575,185

負債純資産合計 7,211,807 7,551,832



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,682,010

売上原価 1,711,891

売上総利益 970,118

販売費及び一般管理費 929,199

営業利益 40,918

営業外収益  

受取利息及び配当金 4,190

その他 2,730

営業外収益合計 6,920

営業外費用  

支払利息 16,360

その他 201

営業外費用合計 16,562

経常利益 31,277

特別利益  

固定資産売却益 1,659

貸倒引当金戻入額 1,441

特別利益合計 3,101

特別損失  

固定資産売却損 140

固定資産除却損 97

貸倒引当金繰入額 2,500

その他 50

特別損失合計 2,787

税引前四半期純利益 31,591

法人税等合計 21,711

四半期純利益 9,880



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 31,591

減価償却費 43,590

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,220

受取利息及び受取配当金 △4,190

支払利息 16,360

売上債権の増減額（△は増加） 68,059

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,633

仕入債務の増減額（△は減少） △46,932

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,455

その他 △22,582

小計 65,266

利息及び配当金の受取額 3,946

利息の支払額 △12,683

法人税等の支払額 △51,904

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,625

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 △21,000

定期預金の払戻による収入 84,000

有形固定資産の取得による支出 △49,049

その他 △2,170

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,780

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 100,000

長期借入金の返済による支出 △246,320

配当金の支払額 △41,204

その他 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,144

現金及び現金同等物の期首残高 1,293,752

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,122,608



　    当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

    会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

    に従い四半期財務諸表を作成しております。

　  （４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,879,739

Ⅱ　売上原価 1,879,963

売上総利益 999,775

Ⅲ　販売費及び一般管理費 899,341

営業利益 100,434

Ⅳ　営業外収益 9,181

Ⅴ　営業外費用 16,382

経常利益 93,233

Ⅵ　特別利益 4,710

固定資産売却益　 360

投資有価証券売却益 2,000

貸倒引当金戻入益　 2,350

Ⅶ　特別損失 741

固定資産除却損 260

賃貸借契約解約損 480

税引前四半期純利益 97,202

税金費用 47,867

四半期純利益 49,335

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　　　　　　　前四半期キャッシュ・フロー計算書については、記載しておりません。



６．販売の状況

　    販売実績

　　　　当第１四半期における販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

　　　　  （ＡＶソフト） ＣＤ、ＤＶＤ等の販売を行っております。

　　　　  （楽 器）　　　ピアノ、管楽器、弦楽器、その他の楽器、楽譜等の販売を行っております。

　　　　　　　　　　　 　また、楽器の調律、修理等を行っております。　　　　　

　　　　  （教 室）　　　音楽教室、カルチャー教室の事業を行っております。

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％）

ＡＶソフト 823,777 83.9

楽器 862,970 90.7

教室 974,923 106.2

その他 20,338 72.2

合計 2,682,010 93.1

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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