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(百万円未満切捨て) 

１. 平成20年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成20年１月１日～平成20年9月30日） 

(１)連結経営成績                             (％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(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月第3四半期 85 △64.8 △114 ― △55 ― △56 ―

19年12月第3四半期 241 △13.7 △124 ― △93 ― △94 ―

(参考)19年12月期 275 △23.1 △156 ― △53 ― △77 ―
 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

    円 銭 円 銭

20年12月第3四半期 △0  04 ―   ― 

19年12月第3四半期 △0  07 ―   ― 

(参考)19年12月期 △0  06 ―   ― 

  

   (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

20年12月第3四半期 8,962 8,388 93.6 6  15 

19年12月第3四半期 9,781 9,226 94.3 6  77 

(参考)19年12月期 9,796 9,157 93.5 6  72 

 

２.配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 ―   ― ―   ― 0  00 

20年12月期(実績) ―   ―   

20年12月期(予想)  ―   ― 0  00 

 

３．平成20年12月期の連結業績予想(平成20年１月１日～平成20年12月31日) 

連結業績予想につきましては、平成20年8月8日に発表しました予想を変更しておりません。 

【参考：平成20年8月8日発表連結業績予想】 

（％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 116 △57.8 △139 ― △17 ― △18 ― △0 01 

 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

（３） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．その他をご覧ください。] 
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(参考)平成20年12月期の個別業績予想(平成20年１月１日～平成20年12月31日) 

個別業績予想につきましては、平成20年8月8日に発表しました予想を変更しておりません。 

【参考：平成20年8月8日発表個別業績予想】 

（％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 108 △60.6 △189 ― △126 ― △642 ― △0 47 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想については、当社および当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づい

ており、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異

なる可能性があります。 
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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３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した大規模な金融不安により、世

界的に株価が大幅下落しております。また、急激な円高の進行による輸出の鈍化および原材料価格の高騰な

どにより、企業業績は悪化傾向にあります。これらの要因により、設備投資が減少に転じ、更には個人消費

の低迷など、国内景気は後退局面に入り、先行きが不透明な状況にあります。デジタル家電業界においても、

同業他社との激しい技術開発・低価格競争のため、依然厳しい状況が続いております。 

 このような状況下、当社グループは、コストの削減による収益の確保を目指してまいりました。これらの

結果、当第３四半期の連結売上高は85,239千円、経常損失は55,790千円、四半期純損失は56,750千円となり

ました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期における財政状態は、以下のとおりであります。 

総資産は、前連結会計年度末比833,664千円の減少となりました。資産の主な減少の要因は、現金及び預金

の減少1,411,610千円及び未収入金の増加717,349千円並びに投資有価証券の減少105,200千円等であります。

また、総負債は、前連結会計年度末比64,719千円減少いたしました。負債の主な減少の要因は、買掛金の減

少46,926千円及び未払金の減少19,979千円等であります。 

純資産は、前連結会計年度末比768,945千円の減少となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.1ポイント増加し、93.6%となりました。 

 

３．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結の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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  

引当金の計上基準等につき、簡便的な方法を採用しております。 

（３） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 

該当事項はありません。 
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４．(要約)四半期連結財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結貸借対照表 

                                                                      (単位：千円、％) 

前年同四半期 

(平成19年12月期

第３四半期末) 

当四半期 

(平成20年12月期 

第３四半期末) 

 

       増 減 

(参 考) 

平成19年12月期

 

科目 

 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

1 現金及び預金 6,459,452 5,760,641 △698,811 △10.8 7,172,251 

2 受取手形及び売掛金 19,074 10,531 △8,542 △44.8 33,545 

3 たな卸資産 23,871 840 △23,030 △96.5 845 

4 未収入金 1,189,296 1,230,214 40,917 3.4 512,865 

5 その他 13,197 7,723 △5,473 △41.5 14,053 

6 貸倒引当金 △67 △68 △1 1.6 △71 

流動資産合計 7,704,824 7,009,882 △694,942 △9.0 7,733,488 

Ⅱ 固定資産      

1 有形固定資産      

(1)建物及び構築物 160,304 156,429 △3,875 △2.4 159,078 

(2)機械装置及び運搬具 709 ― △709 △100.0 634 

(3)工具、器具及び備品 3,106 1,349 △1,756 △56.6 2,840 

(4)土地 694,904 694,904 ― ― 694,904 

有形固定資産合計 859,025 852,683 △6,341 △0.7 857,457 

2 無形固定資産 968 856 △112 △11.6 940 

3 投資その他の資産      

(1)投資有価証券 1,154,330 1,036,330 △118,000 △10.2 1,141,530 

(2)関係会社株式 0 0 ― ― 0 

(3)破産更生債権 ― 640 640 100.0 ― 

(4)保証金及び敷金 62,841 62,841 ― ― 62,841 

(5)貸倒引当金 ― △640 △640 100.0 ― 

投資その他の資産合計 1,217,171 1,099,171 △118,000 △9.7 1,204,371 

固定資産合計 2,077,164 1,952,710 △124,453 △6.0 2,062,768 

資産合計 9,781,989 8,962,593 △819,395 △8.4 9,796,257 
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                                            (単位：千円、％) 

前年同四半期 

(平成19年12月期

第３四半期末) 

当四半期 

(平成20年12月期

第３四半期末) 

 

       増 減 

(参 考) 

平成19年12月期
 

科目 

 
金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

1 買掛金 41,901 103 △41,797 △99.7 47,029 

2 １年以内返済予定 

長期借入金 
14,527 14,993 466 3.2 14,642 

3 未払金 48,483 110,362 61,879 127.6 130,342 

4 未払法人税等 6,253 16,710 10,456 167.2 11,290 

5 預り金 1,540 1,008 △532 △34.5 632 

6 展示商品販売促進費引当金 1,584 ― △1,584 △100.0 ― 

7 その他 3,044 3,764 719 23.6 3,105 

流動負債合計 117,333 146,942 29,608 25.2 207,043 

Ⅱ 固定負債      

1 長期借入金 404,588 389,594 △14,993 △3.7 400,884 

2 長期未払退職金 13,887 10,340 △3,547 △25.5 10,340 

3 長期預り金 19,968 27,199 7,231 36.2 20,528 

固定負債合計 438,444 427,135 △11,309 △2.6 431,753 

負債合計 555,778 574,077 18,299 3.3 638,796 

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

1 資本金 5,794,263 5,794,263 ― ― 5,794,263 

2 資本剰余金 3,900,038 3,900,027 △11 △0.0 3,900,038 

3 利益剰余金 △287,558 △326,684 △39,126 △13.6 △269,934 

4 自己株式 △1,215 △1,254 △39 △3.2 △1,232 

株主資本合計 9,405,528 9,366,351 △39,176 △0.4 9,423,135 

Ⅱ 評価・換算差額等      

1 為替換算調整勘定 △179,317 △977,835 △798,518 △445.3 △265,674 

評価・換算差額等合計 △179,317 △977,835 △798,518 △445.3 △265,674 

純資産合計 9,226,210 8,388,515 △837,695 △9.1 9,157,460 

負債及び純資産合計 9,781,989 8,962,593 △819,395 △8.4 9,796,257 
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（２）（要約）四半期連結損益計算書                              (単位：千円、％) 

前年同四半期 

(平成19年12月期

第３四半期) 

当四半期 

(平成20年12月期

第３四半期) 

 

       増 減 

(参 考) 

平成19年12月期 
 

科目 

 
金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 241,818 85,239 △156,578 △64.8 275,295 

Ⅱ 売上原価 206,938 56,281 △150,656 △72.8 227,774 

売上総利益 34,879 28,957 △5,921 △17.0 47,520 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 159,032 142,966 △16,065 △10.1 204,297 

営業損失 124,153 114,009 △10,143 △8.2 156,776 

Ⅳ 営業外収益 84,879 99,227 14,348 16.9 171,160 

1 受取利息及び配当金 82,255 98,301 16,045 19.5 161,833 

2 受取賃貸料 1,292 574 △717 △55.6 1,722 

3 固定資産売却益 ― 134 134 100.0 ― 

4 雑収入 1,332 217 △1,114 △83.7 7,604 

Ⅴ 営業外費用 54,601 41,009 △13,592 △24.9 67,461 

1 支払利息 10,100 9,786 △313 △3.1 13,410 

2 為替差損 40,815 30,310 △10,504 △25.7 50,402 

3 雑損失 3,686 911 △2,774 △75.3 3,649 

経常損失 93,874 55,790 △38,084 △40.6 53,077 

Ⅵ 特別損失 ― ― ― ―  22,853 

1 たな卸資産評価損 ― ― ― ―  22,853 

税金等調整前四半期(当

期)純損失 
93,874 55,790 △38,084 △40.6 75,930 

法人税、住民税及び事業税 960 960 ― ― 1,280 

四半期(当期)純損失 94,834 56,750 △38,084 △40.2 77,210 
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30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 

平成19年12月31日残高（千円） 5,794,263 3,900,038 △269,934 △1,232 9,423,135

当四半期中の変動額  

四半期純損失 △56,750  △56,750

自己株式の取得 △40 △40

自己株式の処分 △11 19 7

株主資本以外の項目の当四半
期中の変動額(純額) 

 ―

当四半期中の変動額合計（千円） ― △11 △56,750 △21 △56,783

平成20年9月30日残高（千円） 5,794,263 3,900,027 △326,684 △1,254 9,366,351

 

評価・換算差額等  

為替換算  
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計

純資産合計

平成19年12月31日残高（千円） △265,674 △265,674 9,157,460

当四半期中の変動額 

四半期純損失 △56,750

 

自己株式の取得 △40  

自己株式の処分 7

株主資本以外の項目の当四半
期中の変動額(純額) 

△712,161 △712,161 △712,161

当四半期中の変動額合計（千円） △712,161 △712,161 △768,945

平成20年9月30日残高（千円） △977,835 △977,835 8,388,515

 

 

 


