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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 12,176 ― △1,686 ― △1,633 ― △2,361 ―

20年3月期第1四半期 15,150 ― △1,281 ― △1,200 ― △1,169 ―

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 △39.30 ―

20年3月期第1四半期 △17.22 ―

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 25,152 14,819 58.6 245.39
20年3月期 29,394 18,014 59.9 259.32

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,744百万円 20年3月期  17,607百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 当社グループは、営業利益黒字化を早期に達成するために、経費削減、赤字店舗の閉鎖等に取り組んでおり、更なる経営改善策として、平成20年７月22日発表「子会
社における事業の見直しについて」にてお知らせいたしましたように、株式会社庄子デンキの営業譲渡を図るべく注力中であります。この営業譲渡は、業績への影響も大
きく、業績予想が困難な状況であります。 
 ９月中を目処に業績予想の見直し作業を行っており、確定次第、開示することといたします。  

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 29,800 △3.2 △1,000 ― △850 ― △820 ― △13.67

通期 61,100 3.6 △900 ― △590 ― △550 ― △9.12

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) 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、３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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  68,642,288株 20年3月期  68,642,288株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  8,556,660株 20年3月期  742,684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  60,086,001株 20年3月期第1四半期  67,904,611株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格及び原材料価格の高騰により、企業収益が伸

び悩み、また、ガソリン価格や食料品の値上がりにより消費者の生活防衛意識が高まり、個人消費は盛り上
がりに欠け、先行き不透明な状態となっております。当社が属する家電販売業界におきましては、同業他社
との競争環境が一層激化し、厳しい経営環境が続いております。
　このような状況のもと、昨年12月１日に業務資本提携をいたしましたマイルストーンターンアラウンドマ
ネジメント株式会社のアドバイスを受けながら、新たに得た資金により既存店の業績向上を図るべく、キャ
ンペーンや価格訴求を強めたプロモーションを実施してまいりました。商品面でも薄型テレビを中心とした
ＡＶ商品、パソコン、理美容・キッチン家電、そして省エネ対応の付加価値の高い冷蔵庫、洗濯機、エアコ
ンの白物家電など需要に合わせた品揃えを強化してまいりました。結果、店舗数の減少により売上高は単体
で20.5％減、連結で19.6％減となりましたが、既存店売上高は単体で3.4％増、連結で1.31％増となりまし
た。
　また、競合環境の変化に合わせて既存店４店舗の改装を実施、今後の展開を踏まえたモデル店舗としての
改装をする一方で、営業利益黒字化に向けて、本社規模を縮小し、不採算店舗６店舗を閉鎖するなどのリス
トラ策を実行してまいりました。（当第１四半期連結会計年度末の店舗数は、グループ合計で70店舗、ラオッ
クス直営で43店舗となりました。）
　これらの結果、当第１四半期の連結業績は、売上高121億76百万円（前年同期比19.6％減）、営業損失16億
86百万円（前年同期は、12億81百万円）、経常損失16億33百万円（前年同期は、12億円）、四半期純損失23億
61百万円（前年同期は、11億69百万円）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ、42億42百万円減少し、

251億52百万円となりました。また、純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ、31億95百万円減少
し、148億19百万円となりました。
　当第１四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ23億65百万円減少
し、７億46百万円となりました。
（キャッシュ・フローの状況）

営業活動によるキャッシュ・フローは、△18億29百万円（前連結会計年度末△73億10百万円）となりまし
た。これは主に、減損損失として８億16百万円、たな卸資産２億74百万円、差入保証金２億97百万円、未収
入金３億10百万円の減少による増加があったものの、税金等調整前四半期純損失が26億86百万円、仕入債務
の減少が８億30百万円、その他の資産の増加による減少が３億16百万円であったためであります。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、△36百万円（前連結会計年度末91億53百万円）となりました。こ
れは主に、敷金及び保証金の回収による収入が１億93百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出
が１億98百万円あったためであります。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、△５億円（前連結会計年度末△16億97百万円）となりました。こ
れは、公開買付に伴う自己株式の取得による支出が5億円あったこと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
当社グループは、営業利益黒字化を早期に達成するために、経費削減、赤字店舗の閉鎖等に取り組んでお

り、更なる経営改善策として、平成20年７月22日発表「子会社における事業の見直しについて」にてお知ら
せいたしましたように、株式会社庄子デンキの営業譲渡を図るべく注力中であります。この営業譲渡は、業
績への影響も大きく、業績予想が困難な状況であります。 
　９月中を目処に業績予想の見直し作業を行っており、確定次第、開示することといたします。
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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の適用
①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。

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
　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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、前連結会計年度末において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

④連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去
連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

　当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な、範囲内で当該差異の調整を行わ
ないで債権と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引を相殺消去
　取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法
により相殺消去しております。

(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。この変更により損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 746,930 3,112,877

受取手形及び売掛金 1,151,906 1,332,447

商品 6,399,081 6,673,267

未収入金 672,748 795,291

繰延税金資産 12 12

その他 850,481 738,532

貸倒引当金 △12,883 △2,149

流動資産合計 9,808,278 12,650,280

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,278,046 2,567,070

車両運搬具及び工具器具備品 466,103 506,604

土地 1,785,082 1,934,064

有形固定資産合計 4,529,232 5,007,738

無形固定資産 771,588 836,067

投資その他の資産

投資有価証券 35,360 36,973

長期貸付金 149,141 151,706

繰延税金資産 172 172

敷金及び保証金 9,893,947 10,752,130

その他 505,068 500,447

貸倒引当金 △540,658 △540,575

投資その他の資産合計 10,043,031 10,900,855

固定資産合計 15,343,853 16,744,662

資産合計 25,152,131 29,394,942

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,295,302 3,125,786

短期借入金 2,300,000 2,300,000

未払法人税等 46,600 124,872

賞与引当金 89,472 72,555

ポイント引当金 387,599 471,471

店舗閉鎖損失引当金 150,547 231,020

繰延税金負債 3,503 3,336

その他 1,973,762 1,768,818

流動負債合計 7,246,788 8,097,860

固定負債

退職給付引当金 1,276,200 1,244,232
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（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)

役員退職慰労引当金 566,128 566,128

負ののれん 24,921 33,228

繰延税金負債 3,988 6,441

その他 1,214,783 1,432,132

固定負債合計 3,086,021 3,282,163

負債合計 10,332,810 11,380,023

純資産の部

株主資本

資本金 6,000,000 6,000,000

資本剰余金 22,347,875 22,347,874

利益剰余金 △12,710,313 △10,348,663

自己株式 △897,419 △397,330

株主資本合計 14,740,142 17,601,881

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,683 5,598

評価・換算差額等合計 4,683 5,598

少数株主持分 74,495 407,439

純資産合計 14,819,321 18,014,919

負債純資産合計 25,152,131 29,394,942
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（２）【四半期連結損益計算書】 
   【第１四半期連結累計期間】 

（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 12,176,042

売上原価 10,217,577

売上総利益 1,958,464

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 243,176

運搬費 315,123

減価償却費 72,746

貸倒引当金繰入額 10,654

給料及び手当 846,429

賞与引当金繰入額 89,472

法定福利費 105,134

退職給付費用 164,347

賃借料 957,289

その他 840,186

販売費及び一般管理費合計 3,644,560

営業利益 △1,686,095

営業外収益  

受取利息 9,865

受取配当金 174

仕入割引 65,763

負ののれん償却額 8,307

その他 19,222

営業外収益合計 103,333

営業外費用  

支払利息 40,024

売上割引 2,928

その他 7,787

営業外費用合計 50,740

経常利益 △1,633,502

特別利益  

固定資産売却益 512

退職給付引当金戻入額 2,297

その他 3

特別利益合計 2,813

特別損失  

固定資産除却損 200

減損損失 816,757

商品盗難損 118,122

その他 120,843

特別損失合計 1,055,922
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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) 

税金等調整前四半期純利益 △2,686,760

法人税、住民税及び事業税 9,421

法人税等調整額 △1,483

法人税等合計 7,938

少数株主利益 △333,048

四半期純利益 △2,361,649
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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 △2,686,760

減価償却費 83,999

減損損失 816,757

のれん償却額 △8,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,817

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,917

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,967

受取利息及び受取配当金 △10,039

支払利息 40,024

固定資産除却損 200

固定資産売却損益（△は益） △512

店舗閉鎖損失 28,000

雑損失 6,955

売上債権の増減額（△は増加） 180,540

たな卸資産の増減額（△は増加） 274,185

仕入債務の増減額（△は減少） △830,483

差入保証金の増減額（△は増加） 297,255

未収入金の増減額（△は増加） 310,105

長期未払金の増減額（△は減少） △15,242

預り保証金の増減額（△は減少） △8,807

その他の資産の増減額（△は増加） △316,731

その他の負債の増減額（△は減少） 36,608

小計 △1,742,550

利息及び配当金の受取額 11,983

利息の支払額 △38,992

法人税等の支払額 △59,919

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,829,478

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △198,558

有形固定資産の売却による収入 512

長期貸付金の回収による収入 2,189

敷金及び保証金の差入による支出 △33,701

敷金及び保証金の回収による収入 193,391

投資その他の資産の増減額（△は増加） △190

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,356

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △500,089

配当金の支払額 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △500,112
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,365,947

現金及び現金同等物の期首残高 3,112,877

現金及び現金同等物の四半期末残高 746,930
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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

当社グループは、平成17年度末109億89百万千円、平成18年度末98億91百万円、平成19年度末52億92百万
円、平成20年度末59億92百万円の当期純損失を計上いたしました。また、売上高についても平成17年度末1
千291億25百万円から平成20年度末589億81百万円にまで減少しております。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。
　こうした状況のもと当社は平成19年12月1日、マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社と
の業務資本提携契約を締結しました。小売業等への投資実績、経営改善面でのノウハウを有している投資
株式会社である同社のアドバイスのもと、１.安定した資金による仕入及び品揃えの充実、売場改善、２.
不採算店舗の閉鎖、３.既存店舗の活性化、４.販売員力の強化と専門性の向上、５.人員の適正配置による
間接人員の削減など黒字化に向けて当社がとりくんでおりますヒト・モノ・カネ・情報をいう経営資源の
集中を図り、これらの施策に早期実行・実現に取組んでおります。
　第33期第１四半期（平成20年４月１日から平成20年６月30日）では当社の認知度向上の為の販促策、キ
ッチン家電・理美容家電やサプライ品・消耗品等の頻度品の在庫を強化した結果、既存店売上高前年比は
103.4％と従来より改善することが出来ました。また、不採算店舗の閉鎖も計画通り実行し、加えて子会社
の株式会社庄子デンキの営業譲渡を行うことで経営資源をより集中させ、事業を継続する既存店舗の収益
力を改善し、間接コストの削減に取組むことで収益構造を変化させることが出来ると考えており、全社一
丸となって難局を打破出来ると考えております。
　なお、四半期連結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四
半期連結財務諸表には反映しておりません。

(5) セグメント情報

該当事項はありません。

(6) 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。
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「参考資料」

　前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期

(平成20年３月期

 第１四半期)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 15,150

Ⅱ 売上原価 12,232

売上総利益 2,917

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,199

営業損失 1,281

Ⅳ 営業外収益

１ 仕入割引 89

２ 負ののれん償却額 8

３ その他 44

営業外収益合計 141

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 45

２ 持分法による投資損失 ―

３ その他 14

営業外費用合計 59

経常損失 1,200

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 0

税金等調整前四半期(当期)
△1,201

純利益又は純損失(△)

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等調整額 ―

少数株主損失 42

四 半 期（ 当 期 ）
△1,169

純利益又は純損失(△)
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（２）（要約）四半期連結キャッシュフロー計算書

前年同四半期

（平成20年３月期

第１四半期）

区 分 金額（百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益
△ 1,201

（又は純損失（△））

減価償却費 172

減損損失 －

連結調整勘定償却額 －

負のれん償却額 △ 8

賞与引当金の減少額 26

退職給付引当金の減少額 △ 52

受取利息及び受取配当金 △ 10

支払利息 45

持分法による投資損失 －

固定資産売却益 －

売上債権の減少額(又は増加額(△) △ 744

棚卸資産の減少額(又は増加額(△) △ 251

仕入債務の減少額(△)(又は増加額) 389

未収入金の減少額 239

その他 885

小 計 △ 510

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △ 42

法人税等の支払額 △ 1

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 544

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 138

有形固定資産の売却による収入 －

無形固定資産の取得による支出 0

貸付金の回収による収入 0

敷金保証金の差入による支出 △ 105

敷金保証金の返還による収入 99

その他 △ 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 148

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 －

短期借入金の返済による支出 －

長期借入れによる収入 －

長期借入金の返済による支出 △ 430

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 430

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
△ 1,123

（又は減少額（△））

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 2,967

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 1,844
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