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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 61,902 ― 7,863 ― 8,300 ― 5,058 ―

20年3月期第2四半期 62,188 △1.6 7,895 18.5 7,989 16.5 2,122 △46.3

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 73.33 ―

20年3月期第2四半期 30.49 ―

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 123,176 74,618 60.1 1,081.13
20年3月期 124,721 72,399 57.6 1,036.52

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  73,993百万円 20年3月期  71,862百万円

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 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 30.00

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  有  
 

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 125,700 △0.9 15,700 △4.1 15,800 △3.8 8,000 36.3 116.89

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、５ページ「定性的情報・財務諸表等」４その他をご覧下さい。  

(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、５ページ「定性的情報・財務諸表等」４その他をご覧下さい。  

(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。 
・本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成しており実際の業績は今後起こりうる様々な要因により異なる可能性
があります。  

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  69,600,596株 20年3月期  69,600,596株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,159,346株 20年3月期  270,292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  68,980,104株 20年3月期第2四半期  69,599,952株











５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 26,527 28,789

受取手形及び売掛金 8,906 9,017

商品 4,635 4,048

製品 225 202

原材料 72 76

仕掛品 208 249

その他 5,469 5,466

貸倒引当金 △436 △436

流動資産合計 45,608 47,414

固定資産   

有形固定資産   

カラオケ賃貸機器（純額） 8,154 8,069

カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） 13,926 13,629

土地 17,741 17,485

その他（純額） 7,879 8,026

有形固定資産合計 47,702 47,211

無形固定資産 6,333 6,324

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,583 12,999

その他 11,037 12,074

貸倒引当金 △1,087 △1,302

投資その他の資産合計 23,533 23,771

固定資産合計 77,568 77,307

資産合計 123,176 124,721



（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 4,505 4,552

短期借入金 13,360 12,152

未払法人税等 3,161 3,689

賞与引当金 1,504 1,098

その他 9,253 9,935

流動負債合計 31,784 31,428

固定負債   

長期借入金 10,185 14,469

退職給付引当金 2,844 2,772

役員退職慰労引当金 1,929 1,849

負ののれん 363 391

その他 1,451 1,410

固定負債合計 16,773 20,893

負債合計 48,558 52,322

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,350 12,350

資本剰余金 20,362 20,362

利益剰余金 43,380 40,149

自己株式 △1,238 △266

株主資本合計 74,855 72,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △106 47

土地再評価差額金 △777 △845

為替換算調整勘定 23 64

評価・換算差額等合計 △861 △733

少数株主持分 624 537

純資産合計 74,618 72,399

負債純資産合計 123,176 124,721



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 61,902

売上原価 35,619

売上総利益 26,283

販売費及び一般管理費 18,419

営業利益 7,863

営業外収益  

受取利息 127

受取配当金 38

受取協賛金 180

負ののれん償却額 27

その他 427

営業外収益合計 802

営業外費用  

支払利息 176

為替差損 100

その他 89

営業外費用合計 366

経常利益 8,300

特別利益  

固定資産売却益 16

投資有価証券売却益 7

貸倒引当金戻入額 128

賃貸借解約補償金 119

関連事業整理損戻入益 148

特別利益合計 420

特別損失  

固定資産処分損 216

投資有価証券売却損 6

投資有価証券評価損 305

特別損失合計 528

税金等調整前四半期純利益 8,192

法人税、住民税及び事業税 3,087

法人税等調整額 △45

法人税等合計 3,041

少数株主利益 92

四半期純利益 5,058



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 8,192

減価償却費 6,583

負ののれん償却額 △27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △213

賞与引当金の増減額（△は減少） 405

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 79

受取利息及び受取配当金 △166

支払利息 176

固定資産処分損益（△は益） 199

投資有価証券評価損益（△は益） 305

売上債権の増減額（△は増加） 94

たな卸資産の増減額（△は増加） △584

カラオケ賃貸機器の売上原価振替 362

仕入債務の増減額（△は減少） △20

その他 506

小計 15,891

利息及び配当金の受取額 165

利息の支払額 △176

法人税等の支払額 △3,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,236

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期性預金の預入による支出 △211

定期性預金の払戻による収入 162

有形固定資産の取得による支出 △5,782

有形固定資産の売却による収入 113

無形固定資産の取得による支出 △1,896

映像使用許諾権の取得による支出 △593

投資有価証券の売却による収入 136

貸付けによる支出 △165

貸付金の回収による収入 234

敷金・保証金の差入による支出 △993

敷金・保証金の返還による収入 403

その他 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,630

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 394

長期借入れによる収入 1,840

長期借入金の返済による支出 △5,311

配当金の支払額 △1,730

自己株式の取得による支出 △972

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,783

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,312

現金及び現金同等物の期首残高 28,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,988
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