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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 18,340 ― △352 ― △317 ― △2,955 ―
20年3月期第2四半期 20,902 13.3 △1,090 ― △1,052 ― △1,449 ―

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2四半期 △12.53 ―
20年3月期第2四半期 △7.24 ―

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2四半期 7,175 1,825 25.0 7.61
20年3月期 8,692 4,751 54.7 20.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,795百万円 20年3月期  4,751百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 40,040 △8.0 458 ― 478 ― △1,611 ― △6.83

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） 

※業績予想の適正な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成２０年７月３１日に公表いたしました通期の連結業績予想は本資料において修正しておりません。 
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等について、及び上記１．に係る業績予
想の具体的修正内容は、２ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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１
４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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  235,987,091株 20年3月期  235,987,091株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  61,305株 20年3月期  61,249株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  235,925,815株 20年3月期第2四半期  235,925,795株







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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 2,460,101 1,915,713 
売掛金 1,057,415 1,060,688 
商品 1,553,321 3,236,525 
その他 264,415 375,836 

流動資産合計 5,335,253 6,588,764 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物 1,527,672 1,587,473 
減価償却累計額 △1,002,702 △1,116,117 

建物及び構築物（純額） 524,970 471,356 

土地 232,200 232,200 
建設仮勘定 － 131,775 
その他 320,716 337,762 

減価償却累計額 △277,001 △296,019 

その他（純額） 43,714 41,743 

有形固定資産合計 800,885 877,074 

無形固定資産   
のれん － 194,406 
その他 20,485 5,214 

無形固定資産合計 20,485 199,621 

投資その他の資産   
投資有価証券 37,295 37,295 
破産更生債権等 6,815,369 6,815,369 
敷金及び保証金 767,836 772,395 
CMSによる寄託金 11,932,623 11,932,623 
その他 18,225 24,985 
貸倒引当金 △18,552,842 △18,555,992 

投資その他の資産合計 1,018,507 1,026,676 

固定資産合計 1,839,878 2,103,372 

資産合計 7,175,132 8,692,137 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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   

買掛金 351,414 584,444 
未払金 419,307 650,869 
未払法人税等 55,877 76,812 
賞与引当金 99,200 181,000 
店舗閉鎖損失引当金 1,850,178 100,000 
訴訟損失引当金 2,038,740 1,871,615 
製品保証引当金 50,500 － 

その他 480,058 455,837 

流動負債合計 5,345,278 3,920,580 

固定負債   
長期預り保証金 4,150 20,362 

固定負債合計 4,150 20,362 

負債合計 5,349,428 3,940,942 

純資産の部   
株主資本   

資本金 14,447,805 14,447,805 
資本剰余金 7,555,702 7,555,702 
利益剰余金 △20,204,197 △17,248,567 

自己株式 △3,745 △3,744 

株主資本合計 1,795,564 4,751,195 

新株予約権 30,140 － 

純資産合計 1,825,704 4,751,195 

負債純資産合計 7,175,132 8,692,137 



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 18,340,546 
売上原価 15,068,305 

売上総利益 3,272,241 

販売費及び一般管理費 3,624,787 

営業損失（△） △352,546 

営業外収益  
受取利息 5,088 
受取配当金 1,183 
受取手数料 14,285 
預り保証金償却益 7,414 
雑収入 10,326 

営業外収益合計 38,297 

営業外費用  
雑損失 2,945 

営業外費用合計 2,945 

経常損失（△） △317,194 

特別利益  
賞与引当金戻入額 10,211 
固定資産売却益 716 
貸倒引当金戻入額 3,150 

特別利益合計 14,078 

特別損失  
固定資産除却損 2,151 
リース解約損 596 
訴訟和解金 1,029 
減損損失 366,582 
店舗閉鎖損失 14,875 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,060,200 
訴訟損失引当金繰入額 167,125 
過年度製品保証引当金繰入額 14,039 

特別損失合計 2,626,601 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,929,716 

法人税等 25,913 

四半期純損失（△） △2,955,629 



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,969,170 
売上原価 7,208,202 

売上総利益 1,760,967 

販売費及び一般管理費 1,533,828 

営業利益 227,139 

営業外収益  
受取利息 5,079 
受取配当金 883 
受取手数料 14,285 
預り保証金償却益 7,414 
雑収入 4,847 

営業外収益合計 32,509 

営業外費用  
雑損失 926 

営業外費用合計 926 

経常利益 258,722 

特別利益  
賞与引当金戻入額 10,211 
固定資産売却益 716 
店舗閉鎖損失引当金戻入額 15,148 

特別利益合計 26,077 

特別損失  
固定資産除却損 2,151 
リース解約損 596 
訴訟和解金 1,029 
店舗閉鎖損失 14,875 
訴訟損失引当金繰入額 102,125 

特別損失合計 120,777 

税金等調整前四半期純利益 164,021 

法人税等 13,028 

四半期純利益 150,992 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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損失（△） △2,929,716 

減価償却費 98,188 
減損損失 366,582 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,150 
賞与引当金の増減額（△は減少） △81,800 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,750,178 
訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 167,125 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 50,500 
受取利息及び受取配当金 △6,271 

有形固定資産売却損益（△は益） △716 
有形固定資産除却損 2,093 
無形固定資産除却損 57 
売上債権の増減額（△は増加） 55 
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,678,742 
仕入債務の増減額（△は減少） △244,489 

未払金の増減額（△は減少） △227,302 
未払消費税等の増減額（△は減少） 31,799 
その他 156,097 

小計 807,975 

利息及び配当金の受取額 6,271 
法人税等の支払額 △50,459 

営業活動によるキャッシュ・フロー 763,786 

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 △250,008 

有形固定資産の売却による収入 1,215 
無形固定資産の取得による支出 △3,563 

敷金及び保証金の差入による支出 △5,251 
敷金及び保証金の回収による収入 8,070 
貸付けによる支出 △1,000,000 
貸付金の回収による収入 1,000,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,537 

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 △0 
新株予約権の発行による収入 30,140 

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,139 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 544,387 

現金及び現金同等物の期首残高 1,915,713 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,460,101 
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