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(百万円未満切捨て)
1. 平成２１年３月期第１四半期の連結業績（平成２０年４月１日～平成２０年６月３０日）

　(1) 連結経営成績(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 7,005 － 66 － 44 － 40 －

20年3月期第1四半期 7,792 8.8 101 △23.4 76 △34.0 22 △65.4

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 0 22 0 22

20年3月期第1四半期 0 13 0 13

　(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

21年3月期第1四半期 14,172 3,452 24.1 18 47

20年3月期 14,349 3,305 22.7 18 27
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 3,409百万円 　20年3月期 3,261百万円

2. 配当の状況

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 － 0 23 － 0 23 0 46

　21年３月期 －

　21年３月期(予想) 0 23 － 0 23 0 46
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成２１年３月期の連結業績予想（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２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 12,671 － 180 － 135 － 95 － 0 52

通期 23,885 △21.5 436 △6.8 350 △3.0 203 58.6 1 12
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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

　 [新規 ―社 (社名 )  除外 ―社 (社名 )]

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成
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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 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）

21年3月期第1四半期 185,396,045株 　20年3月期 182,801,545株

　② 期末自己株式数

21年3月期第1四半期 749,903株 　20年3月期 4,249,703株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年3月期第1四半期 178,949,663株 　20年3月期第1四半期 181,096,720株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表
規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

・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、多分に不確実要素を
含んでおります。実際の実績は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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㈱音通（7647）平成21年３月期 第１四半期決算短信

・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１四半期における我が国の経済は、サブプライムローン問題、原油、穀物をはじめとする原材料価格

の高騰により企業収益の伸び悩みが見られ、景気の減速、個人消費の節約志向が強まり、また食品偽装問題

等の食に対する不信感からますます厳しい経営環境となっております。

このような状況の中、当社グループにおきましては消費者のニーズを追求し、商品の開発や、従業員教育

の強化に努め、店舗の経営基盤の強化を進めてまいりましたが、同業他社との競争激化、原材料価格の上昇

等があり、やや厳しいものとなりました。

　当社グループの営業の概況は次のとおりであります。

①食料品・生活雑貨小売部門

　当部門におきましては、総合１００円ショップ「ＦＬＥＴ’Ｓ」直営３３店舗、ＦＣ１２店舗、「百

圓領事館」２４店舗、食料品スーパー「ＦＭＡＲＴ」１２店舗を運営し、売上高は、４４億７千４百

万円となり、営業利益は、３千７百万円となりました。

②カラオケ関係事業部門

　当部門におきましては、ロケーション統合やBOX向けの機器販売等で、売上高は、８億１千４百万円

となり、営業利益は、７千６百万円となりました。

③オーディオ・ビジュアル商品販売部門

　当部門におきましては、ＡＶレンタル店への新規取引先等の積極的な営業で、売上高は、１５億１

千４百万円となり、営業利益は、６百万円となりました。

④スポーツ事業部門

　当部門におきましては、当第１四半期よりスポーツクラブJOYFITサザンモール六甲店を新規オープ

ンし、現在スポーツクラブ３店舗、ホットヨガ１店舗を運営しております。売上高は、１億１千４百

万円となり、初期投資の費用増で、営業損失は、２千９百万円となりました。

⑤その他事業部門

　当部門におきましては、賃貸店舗や住居の家賃収入、コインパーキング16ヶ所の売上により、売上

高は、２億１千２百万円となり、営業利益は、２千万円となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は、７０億５百万円（前年同期間比１０．１％

減）、連結営業利益６千６百万円（前年同期間比３４．６％減）、連結経常利益４千４百万円（前年同期間比４

１．７％減）、連結四半期純利益４千万円（前年同期間比７５．２％増）となりました。
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㈱音通（7647）平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ０．１％増加し、５１億４千１百万円となりました。これは、現金

及び預金が５千６百万円、棚卸資産が１億２千３百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が１億９千１

百万円が減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ２％減少し、９０億３千万円となりました。これは、賃貸用資産１

千８百万円、建物６千１百万円それぞれ増加し、土地４千３百万円、建設仮勘定８千７百万円、のれん５千

３百万円、差入保証金３千９百万円、建設協力金１千９百万円それぞれ減少したことなどによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ１．２％減少し、１４１億７千２百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ１．０％減少し、７２億９千５百万円となりました。これは、短期

借入金が１億３千３百万円増加し、買掛金が４千５百万円、一年内返済予定の長期借入金６千８百万円、未

払法人税１億８百万円それぞれ減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ６．８％減少し、３４億２千４百万円となりました。これは、リー

ス債務が２千１百万円増加し、長期借入金が２億６千万円減少したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２．９％減少し、１０７億１千９百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４．５％増加し、３４億５千２百万円となりました。これは、主

として、自己株式が１億７千２百万円減少したことなどによります。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ４千７

百万円増加し、１０億８千３百万円となりました。

　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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、１億５千１百万円となりました。これは主として、棚卸資産の増加１億

２千３百万円、法人税の支払額１億３百万円がありましたが、売上債権の減少１億９千１百万円、減価償却

費１億１千７百万円及びのれん償却５千３百万円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、１千５百万円となりました。これは主として、スポーツクラブ「JOYFIT」

の店舗出店、総合１００円ショップ「FLET’S」「百圓領事館」の店舗改修による有形固定資産の取得による

支出８千万円がありましたが、賃貸用不動産の売却による収入４千万円、差入保証金の回収による収入６千

８百万円及び建設協力金の回収による収入２千万円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、１億１千９百万円となりました。これは主として、短期借入による収入

６億９千７百万円、株式の発行による収入６千３百万円及び自己株式の売却による収入８千８百万円があり

ましたが、短期借入金の返済による支出５億６千３百万円、長期借入金の返済による支出３億７千３百万円

及び配当金の支払４千１百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想については、平成２０年５月２３日公表値と同額を予想しております。

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結

会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を適用

しております。

②繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを適用しております。

③棚卸資産の評価につきましては、実地棚卸を省略し、前連結会計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出する方法を適用しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げにつきましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

該当事項はありません。

(3) 四半期連結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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、売上総利益及び営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

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、賃貸借取引に係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」（企業会計審議会第一部会 平成5年6月17日、企業

会計基準委員会 平成19年3月30日改正 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」（日本公認会計士協会会計制度委員会 平成6年1月18日、企業会計基準委員会 平成19年3月30日改

正 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。

　ただし、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

引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。

　なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微であり

ます。

　

④重要な減価償却資産の減価償却方法の変更

　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、賃貸資産（機械及び装置）の減価償却方法を

従来の定率法から定額法に変更いたしました。

　この変更は、カラオケ関係事業において、自己資産及びリース資産を賃貸し、リース資産の占

める割合が増大しており、「リース取引に関する会計基準」を適用し、定額法における減価償却
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を行うことに伴い、自己資産の減価償却方法を定額法に変更することにより、賃貸収益と賃貸原

価との合理的な対応を図り、適正な費用配分を行うためであります。

　なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微であり

ます。 
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,508,034 1,451,895

受取手形及び売掛金 1,486,974 1,677,990

商品 1,489,573 1,365,261

前払費用 209,089 209,764

繰延税金資産 34,734 30,583

その他 417,841 403,480

貸倒引当金 △4,874 △4,889

流動資産合計 5,141,373 5,134,086

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 960,081 941,453

建物及び構築物 2,237,794 2,179,586

土地 905,089 948,133

その他 329,642 414,031

有形固定資産合計 4,432,608 4,483,204

無形固定資産

のれん 968,099 1,021,760

その他 35,020 35,812

無形固定資産合計 1,003,120 1,057,573

投資その他の資産

投資有価証券 144,013 153,014

建設協力金 1,050,786 1,070,105

差入保証金 1,751,868 1,790,977

繰延税金資産 167,330 165,768

その他 514,037 526,275

貸倒引当金 △33,090 △31,768

投資その他の資産合計 3,594,946 3,674,374

固定資産合計 9,030,676 9,215,152

繰延資産 695 337

資産合計 14,172,745 14,349,576

― 7 ―

決算短信 2008年08月08日 13時57分 90785xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱音通（7647）平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,726,027 2,765,483

短期借入金 2,008,649 1,875,000

1年内返済予定の長期借入金 1,915,487 1,984,202

1年内償還予定の社債 80,000 100,000

未払法人税等 28,169 136,729

賞与引当金 36,414 19,899

その他 500,338 488,516

流動負債合計 7,295,087 7,369,830

固定負債

長期借入金 3,078,952 3,339,041

退職給付引当金 60,358 58,930

その他 285,593 276,686

固定負債合計 3,424,904 3,674,658

負債合計 10,719,991 11,044,489

純資産の部

株主資本

資本金 1,454,113 1,422,141

資本剰余金 1,496,447 1,548,824

利益剰余金 539,413 540,323

自己株式 △36,990 △209,534

株主資本合計 3,452,984 3,301,754

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △43,133 △39,952

評価・換算差額等合計 △43,133 △39,952

新株予約権 5,738 4,224

少数株主持分 37,164 39,061

純資産合計 3,452,754 3,305,087

負債純資産合計 14,172,745 14,349,576
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 7,005,587

売上原価 5,318,176

売上総利益 1,687,410

販売費及び一般管理費 1,621,156

営業利益 66,254

営業外収益

受取利息 10,266

その他 7,101

営業外収益合計 17,368

営業外費用

支払利息 34,099

持分法による投資損失 1,292

その他 3,807

営業外費用合計 39,199

経常利益 44,422

特別損失

固定資産売却損 5,584

店舗閉鎖損失 5,325

特別損失合計 10,910

税金等調整前四半期純利益 33,512

法人税、住民税及び事業税 18,939

過年度法人税等戻入額 △19,283

法人税等調整額 △4,407

法人税等合計 △4,751

少数株主損失（△） △1,896

四半期純利益 40,160
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(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

税金等調整前四半期純利益 33,512

減価償却費 117,471

のれん償却額 53,660

株式交付費償却 82

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,306

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,515

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,428

受取利息及び受取配当金 △10,962

支払利息 34,099

持分法による投資損益（△は益） 1,292

有形固定資産売却損益（△は益） 5,584

売上債権の増減額（△は増加） 191,341

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,602

仕入債務の増減額（△は減少） △45,441

その他の資産・負債の増減額 △6,637

小計 269,651

利息及び配当金の受取額 10,962

利息の支払額 △25,610

法人税等の支払額 △103,844

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,158

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 △9,075

有形固定資産の取得による支出 △80,367

有形固定資産の売却による収入 40,965

短期貸付金の回収による収入 1,219

長期貸付けによる支出 △900

長期貸付金の回収による収入 9,834

建設協力金の回収による収入 20,537

差入保証金の差入による支出 △27,234

差入保証金の回収による収入 68,124

その他 △7,296

投資活動によるキャッシュ・フロー 15,807
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

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 697,000

短期借入金の返済による支出 △563,351

長期借入れによる収入 45,000

長期借入金の返済による支出 △373,804

社債の償還による支出 △20,000

割賦債務の返済による支出 △14,780

リース債務の返済による支出 △600

株式の発行による収入 63,505

自己株式の取得による支出 △5

自己株式の売却による収入 88,200

配当金の支払額 △41,067

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,062

現金及び現金同等物の期首残高 1,036,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,083,131
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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。
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(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

食料品・生活
雑貨小売事業

(千円)

カラオケ関係
事業
(千円)

オーディオビ
ジュアル商品
販売事業
(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

　売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

4,454,568 813,465 1,514,334 114,505 108,714 7,005,587 － 7,005,587

　(2) セグメント間の
　 内部売上高又は
　 振替高

19,632 684 － － 104,095 124,412 (124,412) －

計 4,474,201 814,149 1,514,334 114,505 212,810 7,130,000 (124,412) 7,005,587

　営業利益又は、
　営業損失（△）

37,341 76,719 6,394 △29,855 20,446 111,046 (44,792) 66,254

(注) 1 事業の区分は、市場の類似性を考慮し、各事業の内容により区分を行っております。

2 各区分の主な事業内容と主な取扱製品・商品（役務を含む）は次のとおりであります。

セグメント区分 事業内容 取扱商品等

食料品、
生活雑貨
小売
事業

・総合１００円ショップ「FLET’S」及び「百圓領事館」等の店舗運営
・食品スーパー「F MART」等の店舗の運営
・１００円ショップ向け雑貨商品の企画・輸入・販売

食料品
生活雑貨
生鮮食料
その他

カラオケ
関係事業

・カラオケ機器及び関連商品の販売
・業務用ゲーム機器の販売及び賃貸
・ゲームセンターの運営

カラオケ関連機器
ゲーム機器

オーディオ
・ビジュアル
商品販売事業

・レンタル用コンパクトディスク・ビデオソフト・
　その他関連商品の卸販売

コンパクトディスク
ビデオソフト

スポーツ事業
・スポーツクラブ「JOYFIT」の経営
・ホットヨガスタジオ「LAVA」の経営

スポーツ関連

その他事業
・不動産・店舗設備の賃貸
・コインパーキング事業

不動産・駐車場関連

【所在地別セグメント情報】

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

　当第１四半期連結累計期間の全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦の割合」は100％であるため、

その記載を省略しております。

【海外売上高】

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

　 当第１四半期連結累計期間の海外売上高はないため、その記載を省略しております。
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

①第三者割当増資
　当社は、平成20年6月25日付で、第三者割当増資の払込を受けました。
　この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が31,972千円、資本準備金31,972千円が増加い
たしました。
 ②自己株式の処分
   当社は、平成20年6月25日付で、自己株式を譲渡いたしました。
　 この結果、自己株式処分差益が84,350千円減少し、自己株式が172,544千円減少いたしました。
以上の結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金1,454,113千円、資本剰余金1,496,447千円、

自己株式△36,990千円となっております。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第1四半期連結累計期間
(自 平成１９年４月１日
 至 平成１９年６月３０日)

区分 金額(千円)

Ⅰ．売上高 7,792,888

Ⅱ．売上原価 6,119,452

　 売上総利益 1,673,436

Ⅲ．販売費及び一般管理費 1,572,115

　 営業利益 101,321

Ⅳ．営業外収益 21,309

Ⅴ．営業外費用 46,414

　 経常利益 76,216

税金等調整前四半期純利益 76,216

　 税金費用 56,050

　 少数株主損失 2,760

　 四半期純利益 22,926

(参考）個別業績の概要

　 （百万未満切捨て）

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

　 （1）個別経営成績
　 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業損失 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 212 12.5 28 28.1 262 227.9 265 230.9

20年3月期第1四半期 189 28.6 40 20.5 80 － 80 －

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 48 1 48

20年3月期第1四半期 0 44 0 44

　 （2）個別財政状況

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 12,341 3,481 28.2 19 50

20年3月期第1四半期 12,397 3,086 24.9 17 27
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