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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,686 ― △292 ― △279 ― △77 ―

20年3月期第2四半期 7,616 △19.4 △318 ― △297 ― △577 ―

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 △4.72 ―

20年3月期第2四半期 △36.10 ―

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 5,922 903 15.3 55.37
20年3月期 7,071 △1,019 △14.4 △62.47

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  903百万円 20年3月期  △1,019百万円

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）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 11,600 △23.1 △410 ― △380 ― △430 ― △26.35

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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 をご覧ください。  

(2) 四半期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 をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  16,841,074株 20年3月期  16,841,074株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  524,757株 20年3月期  523,442株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  16,316,738株 20年3月期第2四半期  15,996,116株

１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通してであり、不確定な要素を含んでおり 
  ます。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務 
  諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「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「四半期財務諸表等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、「四半期財務諸表等規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間（４月～９月）における我が国の経済情勢は、米国に端を発した世界的な金融危
機の影響を受け、実体経済においても景気の下振れリスクが高まる展開となりました。小売業界におきま
しては、ガソリン価格の高騰による外出の抑制傾向や、食糧価格の高騰による商品値上げなどから、消費
マインドは低下傾向にあり、依然として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、当社は平成20年２月に策定した「中期経営計画」の方針である、 
 『東海エリアのエンタテインメントストアＮｏ.１企業を目指す！』 
 『構造改革の推進により、収益力を改善し、早期の黒字化を実現する！』 
に基づき、下記のとおり諸施策に取り組んでまいりました。 
 本社・本部コストの削減に向けて、東京事務所の廃止、当社ＭＤ（マーチャンダイジング）チームのＴ
ＳＵＴＡＹＡのＭＤチームとの統合を実施したことに加え、９月には営業部門と管理部門のフロア統合を
実施し、賃料低減を図るほか、業務の効率化についても見直しを進めてまいります。今後は、商物流の統
合・システム統合などの案件について、さらに推進してまいります。 
 店舗収益の改善につきましては、営業部門を中心にプロジェクトチームを立ち上げ、店舗運営改革や業
務改善による売上・利益の向上策の検討と実施を進めております。 
 店舗につきましては、サウンドレンタルの導入を１店舗で、書籍の導入を１店舗で、ゲームリサイクル
の導入を２店舗で実施し、それぞれ好調に推移しております。加えて、10月には当社で初となるコミック
レンタルを１店舗で導入しております。不採算店舗の閉店につきましては７店舗で実施し、店舗数は期初
の40店舗から当第２四半期末は33店舗となりました。 
 人事政策につきましては、期初より新人事制度の運用を開始し、検討を進めてまいりました確定拠出年
金制度には本年11月より移行いたしました。これで、計画しておりました制度面での改定はほぼ完了し、
今後はその運用を通じて、新人事制度の目的である個々の社員が高い目標・役割意識を持つ強い組織への
変革を進めてまいります。この他、人材交流やスキルアップを目的として、当第２四半期末において29名
がグループ各社に出向しております。 
 財務政策につきましては、当初の予定通り平成20年７月14日に、第三者割当による新株式（優先株式）
を発行し、発行価額の総額20億円の払込手続きを完了しております。この調達資金は、全額借入金の返済
に充当し、債務超過が解消され、自己資本が大幅に増強されております。加えて、閉店店舗の固定資産の
売却などを積極的に推進し、資産のスリム化に努めております。 
 
 売上高につきましては、56億86百万円となりました。当社の売上高は下半期に偏重する傾向にあります
が、当第２四半期累計期間の既存店売上は例年に比べ堅調に推移いたしました。なお、前年同期に比べる
と店舗数が15店舗減少しているため、売上高は減少しております。（ご参考：前年同期比25.3％減、既存
店前年同期比1.4％増）（前年同四半期と当四半期は適用される会計基準が異なるため、前年同期比・既
存店前年同期比は参考数値であります。以下、同じ。） 
 この内訳である、商品別の売上状況につきまして下記のとおりです。 
 ＡＶソフト（ＣＤ、ＤＶＤ）販売の売上高は39億98百万円となりました。どちらも既存店ベースの前年
同期比は減収ではあるものの、例年に比べヒット商品の発売タイトル数が増加したことや、定番商品の品
揃え強化に注力したことなどにより、比較的堅調に推移しております。（ご参考：前年同期比24.8％減、
既存店前年同期比6.6％減） 
 ゲームソフト販売は、全般で低調に推移し、売上高は４億50百万円となりました。今後、ゲームリサイ
クル商品の導入と合わせて商品仕入れや店頭展開における手法の見直しを実施してまいります。（ご参
考：前年同期比40.7％減、既存店前年同期比23.7％減） 
 書籍は、好調に推移し、売上高は５億65百万円となりました。（ご参考：前年同期比25.7％減、既存店
前年同期比8.6％増） 
 レンタルは、既存導入店の改装なども実施した結果、導入各店（計８店舗）共に順調に業績を伸ばして
おり、売上高は３億85百万円となりました。（ご参考：前年同期比39.4％増、既存店前年同期比74.8％
増） 
 この結果、売上総利益は15億８百万円、販売費及び一般管理費は18億円となったため、営業損失は２億
92百万円、経常損失は２億79百万円、四半期純損失は、株式会社ニトリと当社店舗が入居する新規店舗建
設期間中の既存店舗の改装休業に伴う受取補償金や、固定資産売却益などの特別利益の計上があったため
77百万円となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
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 ■（ご参考）商品別売上状況（注１） 

 
（注）１．前第２四半期累計期間と当第２四半期累計期間は適用される会計基準が異なるため、本表における前年同

期の数値、増減額及び増減率は参考数値であります。 

 ２．「その他（注１）」は、ポイントの使用に係る売上高です。 

 ３．上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

  
  

当第２四半期累計期間における当社の財政状態は、総資産はリース会計の早期適用により、新たにリー
ス資産が20百万円増加しましたが、商品在庫の効率化による棚卸資産の減少や、保有不動産の売却などに
より、前期末比11億49百万円減少し、59億22百万円となりました。 
 負債総額は、（株）ＴＳＵＴＡＹＡが引受先となる優先株式の発行による20億円の増資を平成20年７月
14日に実施し、これを全額借入金の返済に充当したことなどにより、前期末比30億72百万円と大幅に減少
し、50億18百万円となりました。 
 純資産は、期中に第三者割当による新株式（優先株式）の発行を実施したために前期末比19億22百万円
増加し、９億３百万円となり、債務超過を解消いたしました。 
 
 なお、当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、不採算店舗の閉店における店舗閉鎖損失引当金の取崩しなどに
より、２億31百万円の純支出となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、閉店店舗の有形固定資産（土地等）売却や、敷金及び保証金の
回収による収入などにより、４億58百万円の純収入となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、前述の増資による調達資金を全額長期借入金の返済に充当した
ほか、短期借入金の返済など有利子負債の圧縮に努めた結果、５億33百万円の純支出となりました。 
 この結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物は、３億39百万円となりました。（ご参考：前
年同期末比１億47百万円減少） 
  

当第２四半期累計期間につきましては、特別利益の発生により、平成20年８月29日発表の業績予想を修
正しております。詳しくは、本日、別途公表いたしました「特別利益の発生及び平成21年３月期第２四半
期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 今後につきましては、当社の主力商品であるＡＶソフト業界においては、引き続き厳しい市場環境が続
くものと想定しておりますが、業績予想の主たる要素である「中期経営計画」における諸施策は計画通り
実行されており、現時点で入手可能な判断要素に基づく見通しにおいては、平成20年８月29日発表の平成
21年３月期通期業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適時・適切にお知らせしてまいります。 
  

前第２四半期 

累計期間

当第２四半期 

累計期間

前期 

累計期間

(自 平成19年4月１日 (自 平成20年4月１日 増 減 (自 平成19年4月1日

  至 平成19年9月30日)   至 平成20年9月30日)   至 平成20年3月31日)

金額（千円）
構成比 

（％）
金額（千円）

構成比 

（％）
金額（千円）

増減率 

（％）
金額（千円）

構成比 

（％）

ＣＤ 2,914,592 38.3 2,246,240 39.5 △ 668,352 △ 22.9 5,783,008 38.4

ＤＶＤ 2,226,613 29.2 1,633,283 28.7 △ 593,330 △ 26.6 4,437,390 29.4

その他 175,418 2.3 119,077 2.1 △ 56,341 △ 32.1 348,797 2.3

音楽映像ソフト計 5,316,624 69.8 3,998,600 70.3 △ 1,318,024 △ 24.8 10,569,196 70.1

ゲーム 760,118 10.0 450,972 7.9 △ 309,145 △ 40.7 1,477,535 9.8

書 籍 761,269 10.0 565,837 10.0 △ 195,431 △ 25.7 1,447,775 9.6

その他 272,256 3.6 208,817 3.7 △ 63,438 △ 23.3 576,296 3.8

物販計 7,110,268 93.4 5,224,228 91.9 △ 1,886,040 △ 26.5 14,070,803 93.3

レンタル計 276,118 3.6 385,014 6.8 108,895 39.4 651,435 4.3

  その他（注１） 230,326 3.0 77,524 1.3 △ 152,801 △ 66.3 354,830 2.4

合 計 7,616,713 100.0 5,686,767 100.0 △ 1,929,946 △ 25.3 15,077,069 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

該当事項はありません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 企業会計平成19年３月14
日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期
間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として
計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、期首に前事業年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息相当
額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期累計期間のリース資産が有形固定資産に
20,597千円計上され、営業損失は521千円減少しております。  

③「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）を第１四半期会計期間から適用し、売価還元法による低価法から、売価還元法による原価法(貸
借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。当該変更が
損益に与える影響はありません。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（簡便な会計処理）

①固定資産の減価償却費の配賦方法

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理）

(2) 四半期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
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 339,227 646,038 

受取手形及び売掛金 124,477 203,468 

商品 2,794,984 2,999,964 

その他 208,989 241,143 

流動資産合計 3,467,678 4,090,614 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 223,660 294,502 

土地 109,337 385,307 

リース資産（純額） 20,597 0 

その他（純額） 194,290 223,029 

有形固定資産合計 547,885 902,839 

無形固定資産 46,806 50,554 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,000 2,031 

敷金及び保証金 1,559,554 1,758,558 

賃貸不動産（純額） 194,890 200,491 

その他 103,355 66,587 

投資その他の資産合計 1,859,800 2,027,669 

固定資産合計 2,454,493 2,981,063 

資産合計 5,922,172 7,071,678 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 641,520 762,610 

短期借入金 3,000,000 3,500,000 

リース債務 20,970 0 

未払法人税等 17,504 38,711 

賞与引当金 13,274 31,137 

店舗閉鎖損失引当金 331,276 570,922 

ポイント引当金 0 5,029 

その他 236,090 375,098 

流動負債合計 4,260,636 5,283,509 

固定負債 

関係会社長期借入金 0 2,000,000 

リース債務 13,551 0 

退職給付引当金 556,721 621,457 

役員退職慰労引当金 1,316 4,812 

店舗転貸損失引当金 27,809 14,123 

その他 158,652 167,107 

固定負債合計 758,050 2,807,500 

負債合計 5,018,686 8,091,010 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,747,500 747,500 

資本剰余金 1,747,500 747,500 

利益剰余金 △2,562,362 △2,485,360 

自己株式 △29,122 △28,971 

株主資本合計 903,515 △1,019,331 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △30 0 

評価・換算差額等合計 △30 0 

純資産合計 903,485 △1,019,331 

負債純資産合計 5,922,172 7,071,678 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 5,686,767 

売上原価 4,178,516 

売上総利益 1,508,251 

販売費及び一般管理費合計 1,800,625 

営業損失（△） △292,373 

営業外収益 

受取賃貸料 87,054 

受取手数料 36,235 

雑収入 7,385 

営業外収益合計 130,676 

営業外費用 

賃貸収入原価 81,414 

支払利息 25,279 

株式交付費 8,232 

雑損失 2,460 

営業外費用合計 117,386 

経常損失（△） △279,083 

特別利益 

受取補償金 100,000 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 56,926 

固定資産売却益 73,358 

その他 3,749 

特別利益合計 234,034 

特別損失 

店舗転貸損失引当金繰入額 15,000 

固定資産除却損 6,418 

特別損失合計 21,418 

税引前四半期純損失（△） △66,467 

法人税、住民税及び事業税 10,534 

法人税等合計 10,534 

四半期純損失（△） △77,001 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純利益 △66,467 

減価償却費 67,337 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △151,014 

店舗転貸損失引当金の増加額（△は減少） 13,686 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64,735 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,495 

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,863 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △5,029 

固定資産売却損益（△は益） △73,358 

固定資産除却損 3,822 

受取利息及び受取配当金 △501 

支払利息 25,279 

株式交付費 8,232 

売上債権の増減額（△は増加） 104,049 

たな卸資産の増減額（△は増加） 205,136 

仕入債務の増減額（△は減少） △117,991 

その他 △106,348 

小計 △179,261 

利息及び配当金の受取額 501 

利息の支払額 △24,859 

法人税等の支払額 △28,082 

営業活動によるキャッシュ・フロー △231,701 

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 △34,016 

有形固定資産の売却による収入 349,328 

敷金及び保証金の差入による支出 △6,159 

敷金及び保証金の回収による収入 137,164 

無形固定資産の取得による支出 △4,030 

その他 16,506 

投資活動によるキャッシュ・フロー 458,793 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

株式の発行による収入 1,991,767 

短期借入金の純増減額（△は減少） △500,000 

長期借入金の返済による支出 △2,000,000 

自己株式の取得による支出 △150 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △25,519 

財務活動によるキャッシュ・フロー △533,902 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,811 

現金及び現金同等物の期首残高 646,038 

現金及び現金同等物の四半期末残高 339,227 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

当社は、有利子負債の削減等、財務体質改善策を推進しておりますが、過去の大幅な損失の計上によ
り、第１四半期会計期間末まで株主資本が大幅に毀損し、債務超過の状態にありましたが、株式会社Ｔ
ＳＵＴＡＹＡが引受先となる優先株式の発行による20億円の増資を平成20年７月14日に実施した結果、
これを解消しております。しかしながら、平成19年３月期以降、継続的な営業損失及び営業キャッシ
ュ・フローのマイナスを計上しており、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。 
 当社は、このような状況を改善するため、収益力強化のための営業施策を見直すと共に、親会社であ
る株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ（以下、ＴＳＵＴＡＹＡという）との商物流・情報システム・人材にいたる
様々なノウハウの連携強化、債務超過解消のための資本の増強、本社・本部部門のスリム化による固定
費の削減などの構造改革をこれまで以上に実施することが急務であると判断し、平成20年２月に中期経
営計画を策定いたしました。当期は、この「中期経営計画」に則り、「東海エリアのエンタテインメン
トストア Ｎｏ.１企業を目指す！」及び「構造改革の推進により収益力を改善し早期の黒字化を実現
する！」という２つの方針を掲げ、収益力の向上に努めてまいります。 
 この方針に基づく主要施策として、「本社・本部コストの削減」「店舗収益の改善」に取り組んでま
いります。 
 「本社・本部コストの削減」につきましては、親会社であるＴＳＵＴＡＹＡのインフラを最大限に活
用することで本社・本部コストを削減し、さらに当社の持つＡＶソフト販売事業のノウハウの最大化を
目指してまいります。 
 具体的には、ＡＶソフト販売のマーチャンダイジング部門をＴＳＵＴＡＹＡと統合し、当社のノウハ
ウをグループ内で共有化・活用する取組みに着手しております。これとあわせて、現在独自に行ってい
るＡＶソフトの商物流を統合し、グループ内での商品在庫の転用による在庫効率の向上を図ると共に、
商品仕入に係わる業務の効率化・条件の改善、自社物流倉庫の廃止など、商物流にかかるトータルコス
トダウンを推進いたします。 
 また、販売管理システム、会計システムについても、ＴＳＵＴＡＹＡと開発・統合し、重複した資
産・コストの発生を抑制いたします。一連の連携・統合により、本社・本部部門の体制をスリム化し、
間接コストを削減してまいります。 
 「店舗収益の改善」につきましては、ＡＶソフト販売事業とレンタル事業を軸に、既存店舗の収益力
改善を目指してまいります。 
 ＡＶソフト販売事業につきましては、長年培ってきたノウハウによる、定番商品を中心とした品揃え
の拡充や、顧客層に応じた販促企画の実施など、専門性強化のための各種施策をＴＳＵＴＡＹＡとの統
合により強化を図るマーチャンダイジング部門を中心に、さらに強力に推進してまいります。 
 レンタル事業につきましては、これまで導入を行った店舗では、オペレーションの改善による売上と
売上総利益率の向上を目指します。また、既存店舗への導入もさらに推進いたします。 
 この他、既存アイテムの底上げによる収益改善も並行して実施すると共に、コミックレンタルなど新
たな収益化アイテムの導入も行い、店舗のエンタテインメント性を高め、お客様満足度の向上を図ると
共に、利益率の高い店舗の構築を推進してまいります。 
 店舗展開につきましては、静岡県を中心とした東海エリアへの経営資源の集中と不採算店舗の撤退を
引き続き実施いたします。 
 上記の２施策に加え、「人事政策」と「財務政策」を推進しております。 
 「人事政策」につきましては、社員の取り組み意欲向上を目的として、評価制度及び報酬体系を中心
に見直しを行い、目標達成に向けた具体的な行動やその成果を重視する制度への移行を実施しておりま
す。あわせて、適格退職年金から確定拠出年金へ移行するとともに、出向による相互の人材交流など、
各種人事政策を積極的に推進してまいります。 
 「財務政策」につきましては、毀損した資本勘定を改善すべく、財務・資本政策の立て直しを図って
まいります。純資産については、平成20年２月14日に公表いたしました「第三者割当による新株式（優
先株式）発行に関するお知らせ」に記載のとおり、ＴＳＵＴＡＹＡが引受先となる優先株式の発行によ
る20億円の増資を平成20年７月14日に実施し、全額同社からの借入金返済に充当した結果、債務超過が
解消され、自己資本を大幅に増強しております。この他、商品在庫高の圧縮や支払い条件の改善などに
より借入金の削減を行い、金利費用の大幅削減・財務体質の改善も推進いたします。 
 以上により、継続企業の前提に関する重要な疑義は存在するものの、上記計画の実行は着実に進んで
おり、従って、四半期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
を四半期財務諸表には反映しておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）
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当社は、平成20年７月14日付で、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡより第三者割当増資の払込を受けました。
この結果、当第２四半期会計期間において資本金が1,000百万円、資本準備金が1,000百万円増加し、当
第２四半期会計期間末において資本金が1,747百万円、資本準備金が1,747百万円となっております。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

(1) 重要な後発事象

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日)

（退職給付制度の改定） 

 当社は平成20年９月26日開催の取締役会で、中期経営

計画における主要施策である人事制度改革の一環とし

て、従来の適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制

度へ移行することを決議し、平成20年11月１日付けでこ

れを実施いたしました。 

 この移行に伴い、特別損失約90百万円が発生する予定

です。
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前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考資料」

（１）中間損益計算書

科  目

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

金額（千円）
百分比 

（％）

Ⅰ 売上高 7,616,713 100.0

Ⅱ 売上原価 5,660,279 74.3

   売上総利益 1,956,434 25.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,274,959 29.9

   営業損失 318,524 △ 4.2

Ⅳ 営業外収益 109,326 1.4

Ⅴ 営業外費用 88,606 1.1

   経常損失 297,805 △ 3.9

Ⅵ 特別利益 2,598 0.0

Ⅶ 特別損失 270,655 3.5

   税引前中間純損失 565,862 △ 7.4

   法人税、住民税及び事業税 14,403

   法人税等調整額 △ 2,852 11,550 0.2

   中間純損失 577,412 △ 7.6
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

１ 税引前中間(当期)純損失(△) △ 565,862

２ 減価償却費 62,549

３ 減損損失 24,577

４ 閉店損失引当金の増加額 148,291

５ 賞与引当金の減少額 △ 11,976

６ 貸倒引当金の減少額 △ 147

７ 役員退職給与引当金の減少額 2,469

８ 退職給付引当金の減少額 △ 8,292

９ ポイント引当金の減少額 △ 145,204

10 受取利息及び配当金 △ 1,170

11 支払利息 34,625

12 投資有価証券売却益 ─

13 投資有価証券評価損 30

14 固定資産売却益 ─

15 固定資産除却損 4,383

16 売上債権の減少額 85,426

17 たな卸資産の減少額（△増加額) 274,202

18 仕入債務の増加額(△減少額) △ 292,173

19 その他 △ 18,960

 小計 △ 407,231

20 利息及び配当金の受取額 3,000

21 利息の支払額 △ 42,973

22 法人税等の支払額 △ 31,395

 営業活動による 

 キャッシュ・フロー
△ 478,599

株式会社すみや(9939)　平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－12－



前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 有形固定資産の取得による支出 △ 66,093

２ 有形固定資産の売却による収入 ─

３ 賃貸不動産の売却による収入 ─

４ 無形固定資産の取得による支出 △ 3,065

５ 投資有価証券の売却による収入 ─

６ 新株発行による収入 ─

７ 敷金保証金の差入による支出 △ 10,501

８ 敷金保証金の回収による収入 309,607

９ 事業譲渡による支出 ─

10 関係会社株式の売却による収入 ─

11 その他 26,038

 投資活動によるキャッシュ・フロー 255,986

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の減少額 △ 800,000

２ 長期借入れによる収入 1,000,000

３ 長期借入金の返済による支出 ─

４ 社債の償還による支出 ─

５ 新株発行による収入 ─

６ 自己株式取得による支出 △ 683

 財務活動によるキャッシュ・フロー 199,316

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △ 23,296

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 510,233

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 486,937
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（３）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

 当社は、有利子負債の削減等、財務体質改善策を推進しておりますが、過去の大幅な損失の計上により、

前期まで株主資本が大幅に毀損しております。さらに当中間会計期間においては、今後の成長路線への転換

に向けて不採算店の閉店のための閉店損失引当金の計上等を行い、これにより５億77百万円の中間純損失を

計上したため、当中間会計期間において債務超過の状態にあります。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。 

 当社は株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの提携効果の最大化を図り、このような状況を改善するため、昨年９月

に「中期事業計画」を策定し、「東海エリアのエンタテインメントストアＮｏ．１企業を目指す！」という

ビジョンに基づき、具体的には「アイテム構成の見直し」「ドミナントの再編成」「次世代すみや店舗の創

造」の３つの方針を柱とし、成長路線への転換を図ってまいりました。 

 「アイテム構成の見直し」については、既存のＣＤ・ＤＶＤセル（販売）売場に、順次レンタルや書籍な

どのアイテムを導入してまいります。これにより、ＣＤ・ＤＶＤセルは、当社独自のノウハウとＴＳＵＴＡ

ＹＡのシステムを融合することで、地域Ｎｏ．１の売り上げ・シェアを維持すること、書籍販売は、ＴＳＵ

ＴＡＹＡとの流通統合により商品力を強化し、集客力アップのキーアイテムとすること、レンタルについて

はＴＳＵＴＡＹＡレンタルの導入により収益改善のメインアイテムとすることとそれぞれの位置づけを明確

にし、現状のアイテム構成の見直しを進め、利益率の改善による収益力の向上を目指してまいります。 

 「ドミナントの再編成」については、現在の愛知県から栃木県という出店エリアを見直し、特に地盤であ

る静岡県を中心とした東海エリアでドミナント化を進めてまいります。関東エリアの不採算店については、

閉店・譲渡等により整理し、人員・資産等の経営資源を東海エリアに集中させてまいります。 

 「次世代すみや店舗の創造」については、当社の強みである品揃えノウハウなどに、ＴＳＵＴＡＹＡの強

みである生活提案型店作り・カード戦略などを組み合わせ、１年から２年後を目処に複合型の大型店の出店

を計画しております。これら店舗では、ＴＳＵＴＡＹＡの次世代店舗の標準値を目標としつつ、セル販売で

はそれを上回る高い目標を掲げ、すみやのオリジナリティをもった次世代店舗を標榜してまいります。 

 当中間会計期間においては、上記事業計画を進めるため、下記の諸施策に取り組んでまいりました。 

 店舗につきましては、収益改善のメインアイテムであるレンタル売場を拡充した店舗改装を１店舗で実施

した他、既存レンタル導入店３店舗のシステムも一新し、ＴＳＵＴＡＹＡのノウハウによるレンタル導入店

は当中間会計期間末で７店舗となりました。加えて、11月にはさらに２店舗の改装を実施いたします。ま

た、不採算店舗の閉店とドミナントの再編成をさらに推し進めるため、当中間会計期間において、関東エリ

アの不採算店舗など４店舗を閉店・譲渡した他、今後の閉店のための閉店損失引当金の繰入額を特別損失と

して計上しております。さらに、書籍・ゲームの商物流統合、ポイントカード「Ｔカード」の当社店舗で発

行開始、ＰＯＳシステムの統合など、ＴＳＵＴＡＹＡのノウハウを積極的に導入するとともに、組織・人材

の活性化のための新人事制度の検討も進め、顧客サービスの向上と業務効率の改善に努めております。 

 財務体質に関しましては、平成20年３月期通期業績予想において、６億円の当期純損失の計上を見込んで

おり、これにより当期末は債務超過となることが見込まれます。 

 当社といたしましては上述した点を踏まえ、上記の中期事業計画を確実に実行し収益構造の変革を図ると

ともに、本社・本部のスリム化など抜本的なコスト削減策に着手しております。これに加えて、今後の資本

政策についてさらに検討を進めることで、財務体質の改善を推進してまいります。 

 以上により、継続企業の前提に関する重要な疑義は存在するものの、上記計画の実行は着実に進んでお

り、従って、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の影響を中間財

務諸表には反映しておりません。
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