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１．平成20年８月中間期の業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

　前事業年度は決算期を変更し５ヶ月の変則決算となっており中間決算を行っていないため、前中間会計期間との比較増

減は記載しておりません。

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 11,074 － △21 － △65 － △769 －

20年２月期 16,664  267  232  382  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 △15 18 － －

20年２月期 13 64 － －

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 －百万円 20年２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

20年８月中間期 3,488 823 23.6 16 25

20年２月期 5,805 1,598 27.5 31 53

（参考）自己資本 20年８月中間期 823百万円 20年２月期 1,598百万円

(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

20年８月中間期 394 235 △612 237

20年２月期 △275 4 339 219

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

20年２月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00

21年２月期（実績） － － 0 00 　－ － －　 －

21年２月期（予想） － 　－ － － － － 0 00 0 00

３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 25,785 － 159 － 105 － △617 － △12 17

－ 1 －



４．その他

(1）中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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） 20年８月中間期 50,767,234株 20年２月期 50,767,234株    

②　期末自己株式数 20年８月中間期 75,418株 20年２月期 74,991株    

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、34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

　当中間会計期間におけるわが国経済は、昨年後半からの米国サブプライムローン問題に端を発する金融市場不安や、

原油高による企業収益の減少などで企業の設備投資が減速、個人消費も横ばいとなるなど、全体に景気は弱含みの状況

となっております。

  このような状況のもと、当社の当中間会計期間の業績につきましては、ジェイオーグループホールディングス（以下、

JOGHD）グループの中核企業かつ当社の兄弟会社（当社の親会社であるJOGHDの子会社）であるジェイオー建設株式会社

が平成20年６月２日大阪地方裁判所へ民事再生の申立を行ったことにより、JOGHDグループ全体の社会的信用の低下を招

くこととなり、その結果メーカーとの取引がこれまでどおり行えないなどの影響がある中、JOGHDとの株式交換契約の合

意解除や別事業会社との資本提携等も視野に入れた事業展開など図ることで、当社主力事業のＴＶゲーム関連において

与信を早急に回復し、商品供給体制を安定させることに懸命に努めて参りました。

　その結果、当中間会計期間の売上高は110億74百万円となっております。販売費及び一般管理費につきましては、徹底

したコスト削減効果の持続により11億46百万円となり、営業損失は21百万円となりました。

　 また、ジェイオー建設株式会社の民事再生に伴い、当中間会計期間において同社に対する貸付債権６億15百万円につ

いて、貸倒損失繰入額として特別損失に計上したことから、中間純損失は７億69百万円と大幅な減益となりました。

　事業部門別の業績は以下のとおりです。

　○ＴＶゲーム関連事業

　ＴＶゲーム関連事業につきましては、ソフト市場はＰＳＰソフトである「モンスターハンター ポータブル 2nd G」が

PSP史上最大のヒットを記録し、その他の「ＰＳＰ」「ＰＳ３」「Ｗｉｉ」「ニンテンドーＤＳ」ソフトが好調に販売本

数を伸ばしておりますが、ソフト市場全体としては前年同期比で９割の成長となっております。

　また、ハード市場におきましては、「モンスターハンター ポータブル 2nd G」のハード牽引効果は非常に大きくPSP

市場が非常に好調であったほか、その他のソフトも各ハード市場を牽引していますが、各機種がユーザーに対する一定

の普及率を達成していることもあり、ハード市場に一時期ほどの勢いはなく、市場としては前年同期比で７割強の成長

に留まっております。

　その結果、当中間会計期間の売上高は108億59百万円となりました。一方、店舗出店につきましては、不採算店舗の閉

鎖、ＴＶゲーム以外の商材の取り扱いも行なっている複合店舗の売却を実施し、平成20年８月末現在で合計622店舗とな

りました。

　「ＴＶゲーム店舗数の推移」

 
平成18年

９月末

平成19年

３月末

平成19年

９月末

平成19年

12月末

平成20年

２月末

平成20年

５月末

平成20年

８月末

　直営店 55 62 59 61 61 52 49

(うちダイエー内店舗) 24 27 24 26 26 26 26

　ＦＣ店 407 393 363 360 346 337 316

(うちダイエー内店舗) 1 2 2 2 2 2 2

　準ＦＣ店 219 238 269 267 269 256 257

　合　　計 681 693 691 688 674 645 622

　(注)前事業年度より決算期を変更しており、店舗数の推移については新たな決算期を基準に記載しております。

 

　○ＡＶ（オーディオ・ビジュアル）関連・書籍関連事業

　オーディオ・ビジュアル関連・書籍関連事業につきましては、当社の事業計画に基づきＴＶゲーム関連事業に経営資

源を集中させるため、複合店舗の売却を行っております。その結果、売上高は75百万円となりました。

 

　○その他の事業

　前事業年度より開始いたしました携帯電話販売代理店事業につきましては、当初、直営店舗にて試験的に展開してお

りましたが、当中間会計期間よりＦＣ加盟店においても携帯電話販売代理店の展開を開始したことから、計画は好調に

推移しており売上高１億38百万円となりました。

 

　（通期の見通し）

　当社の主力事業であるＴＶゲーム関連事業における最大の商戦である年末に向け、各メーカーから新ハードおよび新

作ソフトの発売予定が発表されており、下半期については、この商機の増大を追い風とし、計画を達成する所存です。

　また、平成20年10月８日付にて公表いたしました「トレーダーズパートナー有限責任事業組合との業務・資本提携に

関する協定書締結について」にてお知らせしておりますとおり、同組合が将来的に当社へ資本参加することを前提とし

て、短期的、長期的な資金支援に関する協定書を締結しております。
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　これにより、上半期において発生した資金不足に伴う商品供給力の低下は、下半期においては解消できるものと考え

ております。

　以上を踏まえ、通期（平成20年２月期）の見通しにつきましては、売上高25,785百万円、営業利益159百万円、経常利

益105百万円、当期純損失617百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

　当中間会計期間における財政状態は、前事業年度末と比較して、資産の部では流動資産が16億２百万円減少して22億

70百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の１億40百万円減少、売掛金の９億83百万円減少、直営店舗の売却

等に伴う商品の４億69百万円減少、また、金融機関へ差入れておりました預け金を社債の買入・消却の原資としたこと

により預け金が１億98百万円減少したものによるものです。

　また、固定資産は７億14百万円減少し12億17百万円となりました。この結果、総資産は23億17百万円減少し34億88百

万円となりました。

　負債の部では、流動負債が13億48百万円減少して21億27百万円となりました。主な要因は、買掛金の６億61百万円減

少、社債の買入・消却に伴う一年以内償却予定の社債の３億80百万円減少、短期借入金１億８百万円減少、一年以内返

済予定長期借入金の返済による減少72百万円によるものであります。また、固定負債は、１億95百万円減少して５億37

百万円となりました。

　この結果、負債の部は15億43百万円減少し26億64百万円となりました。

　また、純資産は当中間会計期間に損失を計上したことにより前事業年度末と比較して７億74百万円減少し８億23百万円

となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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、財政状態等を総合的に勘案した上で実施することを基本方針としております。

しかし、当社は平成16年9月期から前事業年度までの間において多額の損失を計上したことにより、累積損失が発生して

おります。当面は、早期の累積損失の解消に努めるとともに、内部留保を充実させることによって企業体質の強化を進

めるとともに、事業の成長を図っていく方針であります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　なお、当社は、「会社法代454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日として、中間

配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 

(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、当事業年度中間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98％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高くメーカーの動向によりましては、当期の業績に影響を及ぼすリスクがあります。

　（ロ）フランチャイズ展開について

　当社では、展開するＦＣ事業に関し加盟店の商品等の納入及びロイヤル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リスクがあります。

　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、さらに、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ことで、当社

の業績に影響を及ぼすリスクがあります。

　（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う場合は、相手方の住所、氏名、職業、年
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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。

　（二）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し入れて

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リスクがあります。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い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

 

（当社の親会社） 

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ゲーム
関連事業 

当社 

ＡＶ関連事業 

書籍関連事業 

その他の 
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 

「復活書房」 

ＦＣ加盟店 

｢ＴＶパニック｣ 
｢wanpaku｣ 

｢ＣＯＭＧ！｣ 
｢ギャングスター｣ 

一 

般 

消 

費 

者 

携帯電話端末他関連商品 

直営店 

｢ワンダーパニック｣ 
｢レストアストアー｣ 

｢ＴＶパニック｣ 
｢wanpaku｣ 

「復活書房」 

 

（注）平成20年３月31日をもって、TVゲーム関連事業、AV（オーディオビジュアル）関連事業、書籍関連事業を同一店舗

で行う複合店舗である「復活書房」６店および「レストアストアー」１店ならびに「ワンダーパニック」２店の計

９店舗については、株式会社ティー・エス・ケーへ事業譲渡しております。
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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りと責任を担う事を自覚し、環境との調和を図ります。

 

(2）目標とする経営指標

当社は、中長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参ります。

　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：兵庫久昭、本社：神戸市、大証２部、証券コード1710　以下「JOGHD」）が当社の

筆頭株主となったことで、経営基盤が安定し、収益確保に邁進しておりましたが、JOGHDグループの中核企業かつ当社

の兄弟会社（当社の親会社であるJOGHDの子会社）であるジェイオー建設株式会社が、平成20 年６月２日に大阪地方裁

判所へ民事再生の申立を行ったことにより、JOGHDグループ全体の社会的信用の低下を招くこととなりました。　

　上記事象の影響でJOGHDグループの信用力の低下が当社の信用力に直接影響を与えたこと、また、JOGHDの持分比率が

そのまま当社に対する社会的信用に影響を及ぼすことになることが想定され、結果として当社の企業価値が本来の企業

価値とかけ離れることになるという懸念が生じたこと、および、JOGHDにおいても、当社がグループ事業の柱であり、

当社の企業価値の向上がJOGHDグループの企業価値の向上となるという判断となったため、株式交換契約の合意解除を

行いました。

　当該株式交換契約の合意解除により、株式交換を行う上での当初の目的であった、JOGHDグループの全面的な支援を

前提とした、迅速な意思決定、機動的な事業展開、経営資源の最適化、などによる当社の企業価値の拡大、引いては

JOGHDグループの企業価値の拡大を果たすことはできませんでしたが、当社と致しましては、有利子負債の減少・不採

算事業からの完全撤退・経常的な営業黒字体質への変革など、十分な収益力を持った単体の上場企業として独立した存

在として事業を拡大できるという経営判断のもと、上場企業としてより独立性を高めることによる企業価値の拡大へと

方針を切り替え、自社での企業努力による与信回復や、信用力のある事業会社との資本提携なども積極的に進め、上場

企業としての独立性を高めつつ、安定した財務基盤を構築してまいります。

　また、当社の役員構成はJOGHDの役員および執行役員が兼務することにより構成されておりますが、前述の上場企業

としての独立性を高めるため、資本提携先等の外部からＴＶゲーム業界に関してより見識の高い役員を招聘するなど、

2009 年２月末までに現在の役員の兼務状況を解消する所存です。
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　さらに、今後の当社の事業の方向性といたしましては、主力事業であるＴＶゲーム関連事業に経営資源を集中する基

本戦略を継続するとともに、ハード・ソフトのヒットの有無等の売上変動要因に耐えうる収益基盤確立のため、人件費

他諸経費の圧縮、不採算店舗の閉鎖等のコスト削減を徹底し、さらには、ＴＶゲームＦＣ本部としての機能強化や商品

流通構造の抜本的な見直しを進める事により、独立した上場企業として企業価値を高め、ＴＶゲーム事業会社として確

固とした立場を築いていくことを目指して参ります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

（イ） 親会社の商号等　

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 　63.99％ 　株式会社大阪証券取引所２部

　（ロ） 親会社の企業グループにおける位置づけ

　当社は、ジェイオーグループホールディングスグループが運営する事業のうち流通事業を担う中核企業として自

主経営を行うとともに、相互協力のもと連携をとりながら社業の発展に努めております。

　（ハ） 親会社との取引

　当社は業務の必要に応じて親会社との取引を行う場合には、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い、経営の独立性の確保に努め

て参ります。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

　前事業年度は決算期を変更し５ヶ月の変則決算となっており中間決算を行っていないため、前中間会計期間との

対前年比の記載を省略しております。

  
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※１ 352,883   493,500   

２．売掛金 ※１ 638,298   1,477,670   

３．たな卸資産  989,578   1,458,741   

４．その他
※１

※３
294,681   666,411   

貸倒引当金  △4,688   △6,557   

流動資産合計   2,270,754 65.1  3,872,830 66.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  85,372   109,799   

(2）土地  103,353   103,353   

(3）その他  42,576   57,686   

有形固定資産合計  231,302  6.6 270,839  4.7

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア  78,468   110,094   

(2) その他  189,862   223,343   

無形固定資産合計  268,330  7.7 333,437  5.7

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１ 32,582   35,471   

(2）長期差入保証金  608,293   1,188,865   

(3）破産更生債権等 ※３ 762,930   147,869   

(4）その他 ※１ 78,183   106,203   

貸倒引当金  △764,225   △150,612   

投資その他の資産合
計

 717,763  20.6 1,327,798  22.9

固定資産合計   1,217,396 34.9  1,932,075 33.3

Ⅲ　繰延資産        

１．社債発行費  －   908   

繰延資産合計   － －  908 0.0

資産合計   3,488,150 100.0  5,805,814 100.0
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当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 ※１ 294,123   955,494   

２．短期借入金 ※１ 1,385,000   1,493,808   

３．一年以内償還予定社
債

※１ 90,000   470,000   

４．一年以内返済予定長
期借入金

※１ 128,900   201,800   

５．未払法人税等  11,576   13,060   

６．その他 ※３ 217,600   341,196   

流動負債合計   2,127,200 61.0  3,475,358 59.9

Ⅱ　固定負債        

１．社債 ※１ 10,000   20,000   

２．長期借入金 ※１ 2,500   43,000   

３．預り保証金  392,024   508,615   

４．繰延税金負債  1,630   2,106   

５．その他  130,989   158,683   

固定負債合計   537,144 15.4  732,405 12.6

負債合計   2,664,345 76.4  4,207,764 72.5

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,783,024 51.1  1,783,024 30.7

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,021,008   1,021,008   

(2）その他資本剰余金  1,138   1,138   

資本剰余金合計   1,022,147 29.3  1,022,147 17.6

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △1,973,273   △1,203,302   

利益剰余金合計   △1,973,273 △56.6  △1,203,302 △20.7

４．自己株式   △4,457 △0.1  △4,441 △0.1

株主資本合計   827,440 23.7  1,597,427 27.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

  △3,635 △0.1  622 0.0

評価・換算差額等合計   △3,635 △0.1  622 0.0

純資産合計   823,805 23.6  1,598,050 27.5

負債純資産合計   3,488,150 100.0  5,805,814 100.0
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(2）中間損益計算書

前事業年度は決算期を変更し５ヶ月の変則決算となっており中間決算を行っていないため、前中間会計期間との対

前年比の記載を省略しております。

  
当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,074,059 100.0  16,664,091 100.0

Ⅱ　売上原価   9,948,677 89.8  15,094,803 90.6

売上総利益   1,125,382 10.2  1,569,287 9.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,146,666 10.4  1,301,419 7.8

営業利益又は
営業損失(△)

  △21,284 △0.2  267,867 1.6

Ⅳ　営業外収益 ※２  18,985 0.2  19,602 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※３  62,801 0.6  54,934 0.3

経常利益又は
経常損失(△)

  △65,100 △0.6  232,535 1.4

Ⅵ　特別利益   907 0.0  141,497 0.8

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 696,992 6.3  57,733 0.3

税引前中間純利益又は税
引前中間（当期）純損失
（△）

  △761,184 △6.9  316,299 1.9

法人税、住民税
及び事業税

 8,786   6,478   

法人税等調整額  － 8,786 0.1 △72,783 △66,304 △0.4

中間純損失（△）
又は当期純利益

  △769,970 △7.0  382,604 2.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
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20年２月29日　残高
（千円）

1,783,024 1,021,008 1,138 1,022,147 － △1,203,302 △1,203,302 △4,441 1,597,427

中間会計期間中の変動額          

中間純損失      △769,970 △769,970  △769,970

自己株式の取得        △16 △16

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △769,970 △769,970 △16 △769,987

平成20年８月31日　残高
（千円）

1,783,024 1,021,008 1,138 1,022,147 － △1,973,273 △1,973,273 △4,457 827,440

 

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20年２月29日　残高
（千円）

622 622 1,598,050

中間会計期間中の変動額    

中間純損失   △769,970

自己株式の取得   △16

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△4,257 △4,257 △4,257

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,257 △4,257 △774,244

平成20年８月31日　残高
（千円）

△3,635 △3,635 823,805
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年10月１日　至　平成20年２月29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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余
金合計

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19年９月30日　残高
（千円）

1,233,030 471,014 1,138 472,153 － △1,585,907 △1,585,907 △4,419 114,857

事業年度中の変動額          

新株の発行(第三者割当増資) 549,994 549,994  549,994     1,099,998

当期純利益      382,604 382,604  382,604

自己株式の取得        △22 △22

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）

549,994 549,994 － 549,994 － 382,604 382,604 △22 1,482,570

平成20年２月29日　残高
（千円）

1,783,024 1,021,008 1,138 1,022,147 － △1,203,302 △1,203,302 △4,441 1,597,427

 

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19年９月30日　残高
（千円）

991 991 115,849

事業年度中の変動額    

新株の発行(第三者割当増
資)

  1,099,988

当期純利益   382,604

自己株式の取得   △22

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△369 △369 △369

事業年度中の変動額合計
（千円）

△369 △369 1,482,201

平成20年２月29日　残高
（千円）

622 622 1,598,050
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

税引前中間純損失(△)
又は税引前当期純利益

 △761,184 316,299

減価償却費  84,988 77,289

長期前払費用償却  1,175 1,061

社債発行費償却  908 649

固定資産除却損  8,030 1,251

固定資産売却損  15,717 －

受取利息及び受取配当金  △6,705 △3,635

支払利息及び社債利息　  26,496 41,717

貸倒引当金の増減額(△減少)  611,744 △116,064

売上債権の減少額  762,968 179,835

たな卸資産の減少額  469,163 115,810

仕入債務の減少額  △661,370 △875,751

その他  △137,611 52,213

小計  414,320 △209,322

利息及び配当金の受取額  15,425 4,868

利息の支払額  △24,629 △47,814

法人税等の支払額  △10,270 △23,062

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 394,847 △275,330
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当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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

 △4,424 △14,194

ソフトウェアの取得による
支出

 △2,000 △22,663

定期預金の預入による支出  △60,500 △500

定期預金の払戻しによる収入  219,000 －

貸付による支出　  △941,100 －

貸付金の回収による収入  169,752 12,798

投資有価証券の売却による
収入　

 31 －

投資有価証券の取得による
支出　

 △1,867 △1,646

保証金の差入による支出  △16,039 －

保証金の返還による収入  524,736 7,401

保険積立金の解約による収入  3,787 20,836

事業譲渡による収入　
※３
　

328,237 －

その他  15,645 2,775

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 235,260 4,807
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当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

長期借入金の返済による支出  △113,400 △220,360

社債の償還による支出  △390,000 △70,000

短期借入金の返済による支出  △6,779,308 △6,170,361

短期借入による収入  6,670,500 6,800,349

自己株式の取得による支出  △16 －

その他  － △22

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △612,224 339,605

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  17,883 69,082

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  219,500 150,417

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 237,383 219,500
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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

当社は、2007年9月期において想定していた合併効果が十分に得られなかったことや事業再編に伴い、当該事業年度にお

いて293,374千円の営業損失と1,589,967千円の当期純損失を計上した結果、当該事業年度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、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりました。

当該事象を解消すべく経営陣の刷新と抜本的な経営体制の見直し、本業であるゲーム事業の収益性改善のための効率化

及びスリム化、販売費及び一般管理費を中心としたコスト削減、不採算事業からの撤退や譲渡、ジェイオーグループホー

ルディングス（以下、JOGHD）からの融資についてデット・エクイティ・スワップによる第三者割当増資の実行等を行って

まいりました。

その結果、純資産は15億98百万円、2008年2月期の当期純利益は3億82百万円を計上できるまで回復させ、継続企業の前

提に関する重要な疑義を解消させました。

しかし、JOGHDグループの中核企業かつ当社の兄弟会社（当社の親会社であるJOGHDの子会社）であるジェイオー建設株

式会社が平成20年６月２日大阪地方裁判所へ民事再生の申立を行ったことにより、JOGHDグループ全体の社会的信用の低下

を招くことになりました。このような状況に対応するために当社は、JOGHDとの株式交換契約の合意解除や別事業会社との

資本提携等も視野に入れた事業展開など図ることで、当社主力事業のTVゲーム関連事業において与信を早急に回復し、商

品供給体制を安定させることに懸命に努めて参りました。

このような対応にも係わらず、

（1）与信低下に伴うメーカーとの取引形態の変化（前渡金の支払増加）

（2）現金収支のタイミングが変わったことや資金調達が困難なことから、資金繰りの一時的悪化

（3）主要な財務指標の悪化や当社株価の低下

などの影響が生じております。また、ジェイオー建設株式会社の民事再生に伴い、当中間会計期間において同社に対す

る貸付債権６億15百万円を貸倒損失繰入額として特別損失に計上したことから、中間純損失は７億69百万円と大幅な減益

となったため、当中間会計期間において、金融機関からの新たな資金調達や既存借入金の返済が困難な状況となっている

ことから、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まいります。

（1）トレーダーズパートナー有限責任事業組合の将来的な資本参加を前提とした、短期的・長期的な資金支援による

資金需要の安定・与信回復

（2）トレーダーズパートナー有限責任事業組合から役員を受け入れJOGHDとの経営分離を明確にすることによる与信回

復（前渡金の回避）

（3）当社主力事業のTVゲーム関連事業において、与信を早急に回復し、年末商戦に向けた商品の安定供給による機会

損失の減少と売上・利益の回復

（4）TVゲーム関連事業の収益性改善のための効率化及びスリム化やコスト削減の継続

　なお、上記施策の（1）および（２）については、平成20年10月８日付に公表いたしました「トレーダーズパートナー有

限責任事業組合との業務・資本提携に関する協定書締結について」にてお知らせしておりますとおり、同組合と協定書の

締結を行っております。

当社はすでに収益基盤を安定させたことから、これまでの経営戦略に誤りはないものと理解しております。また、上記

施策により収益基盤が回復することにより、さらに与信回復や資金の安定を図ることが可能となり、結果として財務指標

や株価の回復も想定できると考えることから、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、中間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を中間財務諸表には反映し

ておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 

 

(1)その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

(1)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）

 

 

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　

３.たな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

(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　

(2)新刊書籍及び雑貨　

同左

(2)新刊書籍及び雑貨

 

 

売価還元法　

（3)その他の商品

同左

（3)その他の商品

 

 

最終仕入原価法　

 

　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

  （追加情報）

　当事業年度より、法人税法改正

に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　この変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。

 

 

 

(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
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項目
当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

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

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

　従業員に対して支給する賞与の

支払に備えるため、当中間会計期

間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

　従業員に対して支給する賞与の

支払に備えるため、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。

 

 

――――――

 

(3）退職給付引当金

（追加情報） 

　当社は平成19年12月31日を

もって、退職金制度を廃止して

おります。

当該廃止に伴い、退職給付制度

終了損43,788千円を特別損失と

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

８．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

中間キャッシュ・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。

同左

９．その他中間財務諸表（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

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　　該当事項はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29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

預け金 30,000千円

定期預金 105,000

投資有価証券 21,231

　計 156,231

預け金 229,420千円

定期預金 213,000

保険積立金 16,633

　計 459,053

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

買掛金 82,492千円

短期借入金 630,000

社債

（一年内償還予定分含む）

40,000

長期借入金

（一年内返済予定分含む）

65,000

　計 817,492

買掛金 11,643千円

短期借入金 563,808

社債

（一年内償還予定分含む）

390,000

長期借入金

（一年内返済予定分含む）

145,000

　計 1,110,451

　２．偶発債務

(1）リース会社への未払リース残高に対して保証予約

を行っております。

　２．偶発債務

(1）リース会社への未払リース残高に対して保証予約

を行っております。

リース債務 ㈱モアグッドタイム 5,476千円

　　計  5,476

リース債務 ㈱モアグッドタイム 10,514千円

　　計  10,514

※３．関係会社に対する資産、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．関係会社に対する資産、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。

短期貸付金 57,000千円

未収入金 292千円

立替金 526千円

破産更生債権等 615,000千円

売掛金 252千円

未収入金 689千円

未払金 1,273千円
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

※１．関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

※１．関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

販売費及び一般管理費 25,152千円

営業外収益 648千円

営業外費用 72千円

売上高 1,370千円

販売費及び一般管理費 9,176千円

受取利息 19千円

支払利息 13,418千円

※２．営業外収益の主要項目は以下のとおりであります。 ※２．営業外収益の主要項目は以下のとおりであります。

受取利息 6,336千円

受取手数料 3,159

違約金返還収入 5,000

  

　受取利息 3,479千円　

　受取手数料 2,141

　違約金返還収入 3,000

　保険解約返戻金 6,552

  

※３．営業外費用の主要項目は以下のとおりであります。 ※３．営業外費用の主要項目は以下のとおりであります。

支払利息 25,834千円

支払手数料 31,055

  

　支払利息 39,747千円

　支払手数料 10,015

  

※４．特別損失の主要項目は以下のとおりであります。 ※４．特別損失の主要項目は以下のとおりであります。

固定資産売却損 15,717千円

店舗等閉鎖損失 25,210

貸倒引当金繰入額 615,389

  

　退職給付制度終了損 43,788千円　

　減損損失 12,597　
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当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

※５. 　　　　　　　―――――― ※５．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 ＦＣ営業権 のれん 4,500

大阪府豊中市 電話加入権 その他 2,611

神戸市東灘区
ほか

店舗
器具備品ほ
か

5,485

合計 － － 12,597

 

 

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

器具備品 1,432千円

のれん 4,500

リース資産 4,053

その他  2,611

計 12,597

 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。

６.減価償却実施額 ６.減価償却実施額

有形固定資産 17,880千円

無形固定資産 　67,107千円

　

有形固定資産 18,854千円

無形固定資産 　58,435千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　　至　平成20年８月31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 50,767,234 － － 50,767,234

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 74,991 427 － 75,418

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加427株は、単元未満株式の買取によるものであります。

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。

前事業年度（自　平成19年10月１日　　至　平成20年２月29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 23,404,000 － 50,767,234

（注）　普通株式の株式数の増加23,404,000株は、デット・エクイティ・スワップによる第三者割当増資によるも

のであります。

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 74,471 520 － 74,991

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加520株は、単元未満株式の買取によるものであります。

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。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29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20年８月31日現在）

※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20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 352,883千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△115,500

現金及び現金同等物 237,383

現金及び預金勘定 493,500千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△274,000

現金及び現金同等物  219,500

　２．重要な非資金取引の内容

破産更生債権等に対する貸倒引当金の設定

 615,538千円

　２．重要な非資金取引の内容

　　現物出資による短期借入金の減少

 1,099,988千円

※３．事業の譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳

 

　流動資産 315,000千円　

　固定資産 29,468千円　

　流動負債　 14,864千円　

　合計 359,332千円　

　売却価額 328,237千円　

　売却損　 31,095千円　

※３．　　　　　　　――――――
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（リース取引関係）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 80,169 67,358 － 12,811

ソフト
ウェア

242,138 125,979 116,158 －

合計 322,308 193,338 116,158 12,811

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 85,357 63,271 － 22,086

ソフト
ウェア

243,490 102,216 141,273 －

合計 328,847 165,487 141,273 22,086

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額  

　１年内 57,677千円

　１年超 75,503千円

　　合計 133,180千円

　リース資産減損勘定の残高 116,158千円

　未経過リース料期末残高相当額  

　１年内 63,929千円

　１年超 103,550千円

　　合計 167,479千円

　リース資産減損勘定の残高 141,273千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 40,525千円

減価償却費相当額 38,562千円

支払利息相当額 2,484千円

  

支払リース料 30,171千円

減価償却費相当額 28,434千円

支払利息相当額 1,886千円

減損損失 141,273千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　当中間会計期間末（平成20年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 34,390 32,386 △2,004

合計 34,390 32,386 △2,004

（注）　時価が50％以上下落した場合は減損処理の対象とし、30％以上50％未満の下落については個別に減損

の判定を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 195

（注）　時価が50％以上下落した場合は減損処理の対象とし、30％以上50％未満の下落については個別に減損

の判定を行っております。

前事業年度末（平成20年２月29日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 32,547 35,276 2,728

合計 32,547 35,276 2,728

（注）　時価が50％以上下落した場合は減損処理の対象とし、30％以上50％未満の下落については個別に減損

の判定を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 195

（注）　時価が50％以上下落した場合は減損処理の対象とし、30％以上50％未満の下落については個別に減損

の判定を行っております。

（デリバティブ取引関係）

当中間会計期間末（平成20年８月31日現在）

　該当事項はありません。

 

前事業年度末（平成20年２月29日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類 契約金額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 100,000 △99 21

（注）１．時価の算定方法

 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

決議年月日 平成16年12月24日 平成17年12月22日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　―　名
当社監査役　２名

当社従業員　８名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　 ―　株 普通株式 136,000株

付与日 平成17年２月1日 平成18年２月16日

権利確定条件

付与日（平成17年２月１

日）以降、権利確定日（平

成19年１月31日）まで、当

社又は当社の完全子会社の

取締役、監査役又は従業員

（顧問、相談役を含む。）

であること。

付与日（平成18年２月16

日）以降、権利確定日（平

成20年２月29日）まで、当

社又は当社の完全子会社の

取締役、監査役、従業員、

顧問、又は相談役のいずれ

かであること。

対象勤務期間
平成17年２月１日～

平成19年１月31日

平成18年２月16日～

平成20年２月29日

権利行使期間
平成19年２月１日～

平成21年１月31日

平成20年３月１日～

平成22年２月28日

（注）上記に記載された株式数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき３株）による株式分割後

の株式数に換算して記載しております。
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(2)ストック・オプションの規模及び変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。　

　①ストック・オプションの数

 （単位：株）

決議年月日 平成16年12月24日 平成17年12月22日

権利確定前   

前事業年度末未確定残 － 295,000

付与 － －

失効 － －

権利確定 － 295,000

当事業年度末未確定残 － －

権利確定後   

前事業年度末未行使残 6,000 －

権利確定 － 295,000

権利行使 － －

失効 6,000 159,000

当事業年度末未行使残 － 136,000

 

②単価情報

 （単位：円）

決議年月日 平成16年12月24日 平成17年12月22日

権利行使価格 123 329

行使時平均株価 － －

公正な評価単価（付与日） － －
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前事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年２月29日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

決議年月日 平成15年12月25日 平成16年12月24日 平成17年12月22日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名

当社従業員　16名
当社従業員　１名

当社取締役　９名

当社監査役　３名

当社従業員　34名

ストック・オプション数

（注）
普通株式 228,000株 普通株式　 6,000株 普通株式 1,920,000株

付与日 平成16年１月15日 平成17年２月1日 平成18年２月16日

権利確定条件

付与日（平成16年１月15

日）以降、権利確定日（平

成18年１月14日）まで、当

社又は当社の完全子会社の

取締役、監査役又は従業員

（顧問、相談役を含む。）

であること。

付与日（平成17年２月１

日）以降、権利確定日（平

成19年１月31日）まで、当

社又は当社の完全子会社の

取締役、監査役又は従業員

（顧問、相談役を含む。）

であること。

付与日（平成18年２月16

日）以降、権利確定日（平

成20年２月29日）まで、当

社又は当社の完全子会社の

取締役、監査役、従業員、

顧問、又は相談役のいずれ

かであること。

対象勤務期間
平成16年１月15日～

平成18年１月14日

平成17年２月１日～

平成19年１月31日

平成18年２月16日～

平成20年２月29日

権利行使期間
平成18年１月15日～

平成20年１月14日

平成19年２月１日～

平成21年１月31日

平成20年３月１日～

平成22年２月28日

（注）上記に記載された株式数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき３株）による株式分割後の株式数に換

算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況　

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。　

①ストック・オプションの数　

 （単位：株）

決議年月日 平成15年12月25日 平成16年12月24日 平成17年12月22日

権利確定前    

前事業年度末未確定残 － － 1,467,000

付与 － － －

失効 － － 1,172,000

権利確定 － － －

当事業年度末未確定残 － － 295,000

権利確定後    

前事業年度末未行使残 42,000 6,000 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 42,000 － －

当事業年度末未行使残 － 6,000 －

②単価情報　

（単位：円）

決議年月日 平成15年12月25日 平成16年12月24日 平成17年12月22日

権利行使価格 71 123 329

行使時平均株価 － － －

公正な評価単価（付与日） － － －

（注）平成17年５月20日付をもって１株を３株に分割しており、平成15年12月25日決議のストック・オプションは付与時

の権利行使価格の調整を行っております。　

㈱ＮＥＳＴＡＧＥ (7633) 平成 21 年２月期 中間決算短信 (非連結)

－ 30 －



（税効果会計関係）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

繰越欠損金 1,679,953千円

事業再編損失　 27,509

減損損失　 129,994

貸倒引当金損金算入限度超過額 122,574

商品評価損 54,218

その他 1,590

繰延税金資産小計 2,015,840

評価性引当額 △2,015,840

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額 △1,630

繰延税金負債計 △1,630

繰延税金負債の純額 △1,630

繰延税金資産  

繰越欠損金 1,446,230千円

事業再編損失 46,133

減損損失 170,514

商品評価損 50,624

その他 2,627

繰延税金資産小計 1,716,130

評価性引当額 △1,716,130

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額 △2,106

繰延税金負債計 △2,106

繰延税金負債の純額 △2,106

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳については、

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略して

おります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

住民税の均等割 2.5

交際費等永久に損金に算入されない項

目
0.1

評価性引当額 △63.0

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △21.0
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（セグメント情報）

１.事業の種類別セグメント情報

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　　至　平成20年８月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるＴＶゲーム関連事業の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

前事業年度（自　平成19年10月１日　　至　平成20年２月29日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるＴＶゲーム関連事業の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

　２.所在地別セグメント情報

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　　至　平成20年８月31日）

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

 

前事業年度（自　平成19年10月１日　　至　平成20年２月29日）

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

当中間会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

１　事業分離の概要

(1) 分離先企業の名称および分離した事業の内容

株式会社ティー・エス・ケー

①TVゲーム関連事業（内容　新品及び中古TVゲームソフト・ハードの販売）

②AV（オーディオビジュアル）関連事業（新品及び中古CD・DVD・ビデオの販売及びレンタル）

③書籍関連事業（新刊書籍・雑貨等を販売するほか、中古書籍の買取・販売）

(2) 事業分離を行った主な理由

　TVゲーム関連事業に注力を行うため、経営資源の効率化・重点的配分による収益力向上を目指し、事業の選択と集

中を進めるために、TVゲーム関連事業、AV（オーディオビジュアル）関連事業、書籍関連事業を同一店舗内で行う複

合店舗計９店を、同事業に精通している株式会社ティー・エス・ケーへ譲渡することが適切であると判断し、譲渡い

たしました。

(3) 事業分離日

　平成20年３月31日（分割効力発生日）

(4) 事業分離の概要

　当社が所有するTVゲーム関連事業、AV（オーディオビジュアル）関連事業、書籍関連事業を同一店舗で行う複合店

舗９店を譲渡いたしました。なお、譲渡価額は328,237千円であります。

２　実施した会計処理の概要

　本事業分離は、「事業分離等に関する会計基準」（平成17年12月27日　企業会計基準委員会）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（最終改正平成19年11月15日　企業会計基準委員会）に準じた会計

処理を適用致しました。受取対価と移転した事業に係る資産の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額に事業分離

に係る費用を加算した額との差額は、その他特別損失として計上しております。

３　事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称

　TVゲーム関連事業、AV（オーディオビジュアル）関連事業、書籍関連事業

４　当中間会計期間の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

　売上高 127,863千円

　営業損失 12,532千円

　経常損失 11,605千円

 

前事業年度(自　平成19年10月１日　至　平成20年２月29日)

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 16円25銭

１株当たり中間純損失 15円18銭

１株当たり純資産額 31円53銭

１株当たり当期純利益 13円64銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されているため記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。　

　（注）　１株当たり中間純損失又は１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり中間純損失又は１株当たり当

期純利益
  

中間純損失（△）又は当期純利益

（千円）
△769,970 382,604

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は

普通株式に係る当期純利益（千円）
△769,970 382,604

期中平均株式数（株） 50,691,857 28,058,625

   

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
  

中間（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち自己株式取得方式によるス

トック・オプション）
（－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

―――――― 平成16年12月24日定時

株主総会決議および平

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。

㈱ＮＥＳＴＡＧＥ (7633) 平成 21 年２月期 中間決算短信 (非連結)

－ 34 －



（重要な後発事象）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

（多額の資金の借入）

当社は、決算日後に以下の借入を実施しております。

　１． 平成20年９月11日付借入

(1)使途 仕入先への前渡金

(2)借入先 トレーダーズパートナー有限責任事業

組合

(3)借入金額 250百万円

(4)借入条件 金利：5.0％

　返済方法：元利一括返済方式

(5)返済期限 平成20年９月25日
(6)担保 該当事項はありません。

当社は、安定的な資金調達を図るため、平成20年10月８

日付にて公表いたしました「トレーダーズパートナー有限

責任事業組合との業務・資本提携に関する協定書締結につ

いて」にてお知らせしておりますとおり、同組合が将来的

に当社へ資本参加することを前提として、短期的、長期的

な資金支援に関する協定書を締結しております。

　上記により、同組合から当該借入金の期限の利益喪失に

関して猶予する旨の回答を得ております。

　２． 平成20年９月22日付借入

(1)使途 仕入先への前渡金

(2)借入先 株式会社クールファミリー

(3)借入金額 100百万円

(4)借入条件 金利：15.0％

　返済方法：元利一括返済方式

(5)返済期限 平成20年11月21日
(6)担保 売掛金　460百万円（平成20年８月末現

在）

　３． 平成20年10月９日付借入

(1)使途 仕入先への前渡金

(2)借入先 合同組合タクマ投資組合

(3)借入金額 200百万円

(4)借入条件 金利：6.0％

　返済方法：元利一括返済方式

(5)返済期限 平成20年12月５日
(6)担保 売掛金　460百万円（平成20年８月末現

在）

（社債の買入と消却）

当社は、平成17年８月31日に発行した第３回無担保社債

の一部未償還残高および平成18年７月31日に発行した第７

回無担保社債の一部未償還残高を、それぞれ買入、消却し

ております。

その概要は、以下のとおりです。

(1)買入・償却する社債の
種類及び額

株式会社NESTAGE第３回無
担保社債　100,000千円

(2)償還の方法 買入・消却  

(3)償還の時期 平成20年３月21日

(4)償還のための資金調達
の方法

自己保有余剰資金 

(5)社債の減少による支払
利息の減少見込額

1,040千円

(1)買入・償却する社債の
種類及び額

株式会社NESTAGE第７回無
担保社債　210,000千円

(2)償還の方法 買入・消却  

(3)償還の時期 平成20年３月21日

(4)償還のための資金調達
の方法

自己保有余剰資金

(5)社債の減少による支払
利息の減少見込額

6,143千円 

（直営部門の一部事業譲渡）

当社は、平成20年３月31日開催の取締役会において、当

社がTVゲーム関連事業、AV（オーディオビジュアル）関連

事業、書籍関連事業のうち直営部門において運営しており

ます９店舗に関し、事業譲渡することについて検討を開始

することを決議いたしました。

有価証券報告書提出日(平成20年５月29日)現在、事業譲

渡契約書の締結は完了しておりますが、一部の契約につい

ては協議中であります。

 

 １．当該事業の譲渡先の名称、住所、代表者の氏名、資本

金及び事業の内容

(1)名称 株式会社ティー・エス・ケー

(2)所在地 京都市上京区下長者町、小川西入鷲司
町62

(3)代表者の氏名 代表取締役社長　乗松　良徳

(4)資本金 1,000万円

(5)事業の内容 マンション・テナント管理、TUTAYA等
のFC展開
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当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

 ２．当該事業譲渡の内容

(1)TVゲーム関連事業

新品及び中古TVゲームソフト・ハードの販売

(2)AV（オーディオビジュアル）関連事業

新品及び中古のCD・DVD・ビデオの販売並びにレンタ

ル

(3)書籍関連事業

新刊書籍・雑誌等を販売するほか、中古書籍の買取・

販売

(4)譲渡を行う店舗及び所在地

店名 所在地

ワンダーパニック豊中店 大阪府豊中市本町1-8-6

ワンダーパニック池田店 大阪府池田市満寿美町2-8

復活書房　服部店
大阪府豊中市服部南町
1-7-12-101

復活書房　伊丹店 兵庫県伊丹市大鹿7-34

復活書房　岡本店 神戸市東灘区岡本1-3-22

復活書房　西宮店 兵庫県西宮市大屋町30－9

復活書房　潮江店 兵庫県尼崎市潮江2-25-15

復活書房　小林店 兵庫県宝塚市小林4-87-7

レストアストアー京都新堀川
店

京都市伏見区竹田松林町8番

 ３．対象事業の業績

(1)前事業年度（平成19年９月期）

 事業譲渡店舗

 売上高 2,104百万円

 売上総利益 635百万円

 営業利益 59百万円

 経常利益 ６百万円

 

(2)当事業年度（平成20年２月期）

 事業譲渡店舗

 売上高 773百万円

 売上総利益 226百万円

 営業利益 ７百万円

 経常利益 ７百万円

（注）当事業年度は、決算期変更に伴い５ヶ月の変則
決算となっております。
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当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

 ４．対象事業の資産

流動資産 300百万円

固定資産 28百万円

固定負債 18百万円

 ５．譲渡価格及び決済方法

譲渡価格 361百万円

決済方法 現金決済

（多額の資金の借入）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、極度貸付

契約を締結し、平成20年４月30日に借入を実施いたしまし

た。

１．借入先の名称

株式会社ガリアプラス

２．借入金額、借入条件

400百万円

利率9.75％

貸越極度額の総額 400百万円

借入実行残高 400百万円

差引借入未実行残高 －百万円

３．契約期間

平成20年４月28日から平成25年４月27日

４．担保提供資産

売掛金　1,092百万円（平成20年２月末現在）

（集合債権譲渡担保契約）

５．その他

当社の親会社であるジェイオーグループホールディン

グス株式会社が、当該極度貸付契約に関して連帯保証人

となっております。

（資金の貸付）

当社は、グループ企業であるジェイオー建設株式会社が、

その取引先である株式会社ミキシング（平成20年５月16日

民事再生申立）に対する工事物件の引渡し及び代金の決済

が実行されなかったことにより、ジェイオー建設株式会社

他へ一時的な短期資金の貸付を平成20年４月及び５月に

行っており、有価証券報告書提出日（平成20年５月29日）

現在、グループ企業に対し下記の貸付を実行しております。

貸付先の名称 貸付金額 返済期日　

株式会社南翔 50百万円
平成20年５月30日

　

ジェイオー建設株
式会社

615百万円　 平成20年５月30日
及び６月30日　

なお、貸付利率については、当社の資金調達条件を勘案

して決定しております。
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５．その他
　該当事項はありません。
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