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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
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(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

平成２１年３月期 第２四半期決算短信
平成20年11月11日

上 場 会 社 名 株式会社 音通 上場取引所  大証第二部

コ ー ド 番 号 ７６４７ URL http://www.ontsu.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)岡村 邦彦
問合せ先責任者 (役職名)代表取締役副社長 (氏名)仲川 進 TEL  (06)6368―9100

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月15日

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）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 12,352 － 143 － 94 － 140 －

20年3月期第2四半期 15,419 3.7 205 △29.9 166 △34.2 39 △69.4

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 － 78 － 77
20年3月期第2四半期 － 22 － 22

 (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

21年3月期第2四半期 12,391 3,620 28.4 19 00

20年3月期 14,349 3,305 22.7 18 27

(参考) 自己資本 21年3月期第2四半期 3,513百万円 20年3月期 3,261百万円

2. 配当の状況

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 － － － 23 － － － 23 － 46

21年3月期 － － － 23 ―― ―― ――

  21年3月期（予想） ―― ―― － － － 23 － 46

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）

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 23,885 △21.5 436 △6.8 350 △3.0 203 58.6 1 12
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  [(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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

・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。 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実要素
を含んでおります。実際の実績は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  
  

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

  [新規 ―社 (社名    ―    )  除外 ―社 (社名    ―    )]

(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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年3月期第2四半期 185,649,845株 20年3月期 182,801,545株

21年3月期第2四半期 760,103株 20年3月期 4,249,703株

21年3月期第2四半期 181,873,644株 20年3月期第2四半期 179,019,779株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における我が国の経済は、原油、

原材料価格の高騰、さらには米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の影響など、行先の不

透明感は依然払拭されず、企業収益の低下や個人消費が伸び悩み景気の減速傾向が強まる状況で推移いた

しました。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、消費者のニーズを追求し、商品の開発や、タイム

リーに商品提供のできるよう、店舗の経営基盤の強化を進めてまいりましたが、同業他社との競争激化、

原材料価格の上昇等があり、やや厳しいものとなりました。 

 当社グループの営業の概況は次のとおりであります。 

  

①食料品・生活雑貨小売部門 

 当部門におきましては、総合１００円ショップ「ＦＬＥＴ’Ｓ」直営３２店舗、ＦＣ１０店舗、

「百圓領事館」２３店舗、食料品スーパー「ＦＭＡＲＴ」１２店舗を運営し、売上高は、８７億１

千６百万円となり、営業利益は、５千８百万円となりました。 

  

②カラオケ関係事業部門 

 当部門におきましては、ロケーション統合やBOX向けの機器販売等で、売上高は、１６億７千１

百万円となり、営業利益は、１億６千万円となりました。 

  

③オーディオ・ビジュアル商品販売部門 

 当部門におきましては、平成20年７月５日付けで株式会社ハブ・ア・グッドの株式を100％譲渡

し、当第２四半期連結会計期間よりＡＶ部門から撤退いたしました。 

 尚、売上高は、第１四半期の数値と同様に１５億１千４百万円となり、営業利益は、６百万円と

なっております。 

  

④スポーツ事業部門 

 当部門におきましては、当第２四半期より株式会社ハブ・ア・グッドより新設分割を行い、現在

スポーツクラブ３店舗、ホットヨガ１店舗を運営しております。売上高は、２億２千２百万円とな

り、初期投資の費用増で、営業損失は、３千７百万円となりました。 

  

⑤その他事業部門 

 当部門におきましては、賃貸店舗や住居の家賃収入、コインパーキング16ヶ所の売上により、売

上高は、２億２千７百万円となり、営業利益は、４千８百万円となりました。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、１２３億５千２百万円、連結営業利益１

億４千３百万円、連結経常利益９千４百万円、連結四半期純利益１億４千万円となりました。 

  

・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
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（1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ１２億４千１百万円減少し、３８億９千２百万円となりました。

これは、現金及び預金が１億８千４百万円、受取手形及び売掛金８億２千７百万円、棚卸資産１億３百万

円などががそれぞれが減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ７億４千３百万円減少し、８４億７千１百万円となりました。こ

れは、土地が９千８百万円、建設仮勘定８千７百万円、のれん３億１千６百万円、差入保証金１億６百万

円、建設協力金３千８百万円などがそれぞれ減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ１９億５千８百万円減少し、１２３億９千１百万円とな

りました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ２３億４千５百万円減少し、５０億２千４百万円となりました。

これは、買掛金が１０億１千４百万円、短期借入金が１０億９千４百万円、一年内返済予定長期借入金１

億５千７百万円がそれぞれ減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ７千１百万円増加し、３７億４千６百万円となりました。これ

は、社債１２億５千６百万円が増加し、長期借入金が１１億８千５百万円減少したことなどによります。

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２２億７千３百万円減少し、８７億７千万円となり

ました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億１千４百万円増加し、３６億２千万円となりました。これ

は、資本金が３千３百万円、資本準備金が３千３百万円、利益剰余金が９千９百万円、少数株主持分が６

千万円それぞれ増加し、自己株式処分差益が８千４百万円、自己株式が１億７千２百万円それぞれ減少し

たことなどによります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ９千

万円減少し、９億４千５百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

 営業活動の結果得られた資金は、１億９千３百万円となりました。これは主として、棚卸資産の増加１

億１千１百万円、仕入債務の減少２億２千６百万円がありましたが、売上債権の減少３億１千５百万円、

減価償却費２億３千万円及びのれん償却９千８百万円によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、５千４百万円となりました。これは主として、スポーツクラブ

「JOYFIT」の店舗出店、総合１００円ショップ「FLET’S」「百圓領事館」の店舗改修等による有形固定

資産の取得による支出１億７千５百万円がありましたが、賃貸用不動産の売却による収入７千８百万円、

子会社である株式会社ハブ・ア・グッド株式の売却による収入１億５千６百万円によるものであります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、３億３千８百万円となりました。これは主として、社債発行による収

入１３億９千７百万円、短期借入れによる収入９億５千５百万円、株式の発行による収入６千３百万円及

び自己株式の売却による収入８千８百万円、少数株主からの払込による収入３億１千５百万円がありまし

たが、短期借入金の返済による支出１７億３千万円、長期借入金の返済による支出１３億６千９百万円、

社債の償還による支出６千万円及び配当金の支払４千１百万円によるものであります。 

  

  

金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の改正に伴う当社業績への影響が見通し難い状況では

ありますが、他の要因による業績の変動も現時点では想定されないことから、平成20年５月23日発表の通

期の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切に開示してまいります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

（簡便な会計処理） 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結
会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を
適用しております。 
  

②繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので前連結会計年度末において使用した将来の業
績予想やタックス・プランニングを適用しております。 

  

③棚卸資産の簿価切下げにつきましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  
  

  
①第１四半期連結会計期間から「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。 

  
②「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１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、売上総利益及び営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありま
せん。 

  
③リース取引に関する会計基準の適用 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計審議会第一部会 平成５年６
月17日、企業会計基準委員会 平成19年３月30日改正 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」（日本公認会計士協会会計制度委員会 平成６年１月18日、企業会計基準
委員会 平成19年３月30日改正 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連
結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半
期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ
っております。 
 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額ゼロとして算定する方
法によっております。 
 ただし、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しておりま
す。 
 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微で
あります。 

  

④重要な減価償却資産の減価償却方法の変更 
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から賃貸資産（機械及び装置）の減価償却方法を従来の
定率法から定額法に変更いたしました。 
 この変更は、カラオケ関係事業において、自己資産及びリース資産を賃貸し、リース資産の占める
割合が増大しており、「リース取引に関する会計基準」を適用し、定額法における減価償却を行うこ
とに伴い、自己資産の減価償却方法を定額法に変更することにより、賃貸収入と賃貸原価との合理的
な対応を図り、適正な費用配分を行うためであります。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益
は、それぞれ38,221千円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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)

(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

(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
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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 1,267,443 1,451,895 

受取手形及び売掛金 849,994 1,677,990 

商品 1,266,314 1,365,261 

前払費用 208,754 209,764 

繰延税金資産 10,343 30,583 

その他 296,264 403,480 

貸倒引当金 △6,652 △4,889 

流動資産合計 3,892,463 5,134,086 

固定資産 

有形固定資産 

賃貸資産 1,003,705 941,453 

建物及び構築物 2,149,188 2,179,586 

土地 850,089 948,133 

その他 283,628 414,031 

有形固定資産合計 4,286,611 4,483,204 

無形固定資産 

のれん 704,851 1,021,760 

その他 21,699 35,812 

無形固定資産合計 726,550 1,057,573 

投資その他の資産 

投資有価証券 129,100 153,014 

建設協力金 1,031,325 1,070,105 

差入保証金 1,684,090 1,790,977 

繰延税金資産 155,867 165,768 

その他 489,949 526,275 

貸倒引当金 △31,510 △31,768 

投資その他の資産合計 3,458,823 3,674,374 

固定資産合計 8,471,985 9,215,152 

繰延資産 26,550 337 

資産合計 12,391,000 14,349,576 
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（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 

支払手形及び買掛金 1,750,524 2,765,483 

短期借入金 780,112 1,875,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,826,812 1,984,202 

1年内償還予定の社債 204,000 100,000 

未払法人税等 59,987 136,729 

賞与引当金 2,771 19,899 

その他 400,540 488,516 

流動負債合計 5,024,748 7,369,830 

固定負債 

長期借入金 2,153,153 3,339,041 

社債 1,256,000 － 

退職給付引当金 19,813 58,930 

その他 317,236 276,686 

固定負債合計 3,746,202 3,674,658 

負債合計 8,770,950 11,044,489 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,455,544 1,422,141 

資本剰余金 1,497,851 1,548,824 

利益剰余金 640,212 540,323 

自己株式 △37,208 △209,534 

株主資本合計 3,556,400 3,301,754 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △42,730 △39,952 

評価・換算差額等合計 △42,730 △39,952 

新株予約権 7,241 4,224 

少数株主持分 99,138 39,061 

純資産合計 3,620,049 3,305,087 

負債純資産合計 12,391,000 14,349,576 
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(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 12,352,111 

売上原価 9,117,504 

売上総利益 3,234,606 

販売費及び一般管理費 3,091,593 

営業利益 143,013 

営業外収益 

受取利息 19,798 

その他 7,814 

営業外収益合計 27,613 

営業外費用 

支払利息 66,182 

持分法による投資損失 2,589 

その他 7,155 

営業外費用合計 75,928 

経常利益 94,699 

特別利益 

持分変動利益 204,658 

有価証券売却益 297,715 

特別利益 502,374 

特別損失 

有価証券売却損 568 

固定資産売却損 58,481 

店舗閉鎖損失 8,104 

減損損失 355,593 

特別損失合計 422,748 

税金等調整前四半期純利益 174,324 

法人税、住民税及び事業税 57,926 

過年度法人税等戻入額 △26,233 

法人税等調整額 3,426 

法人税等合計 35,119 

少数株主損失（△） △1,789 

四半期純利益 140,994 
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（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利益 174,324 

減価償却費 230,915 

のれん償却額 98,781 

株式交付費償却 615 

社債発行費償却 634 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,504 

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,164 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,734 

受取利息及び受取配当金 △20,526 

支払利息 66,172 

持分法による投資損益（△は益） 2,589 

持分変動損益（△は益） △204,658 

有形固定資産売却損益（△は益） 58,481 

減損損失 355,593 

有価証券売却損益（△は益） △297,146 

売上債権の増減額（△は増加） 315,546 

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,561 

仕入債務の増減額（△は減少） △226,613 

前払費用の増減額（△は増加） △46,326 

預け金の増減額（△は増加） △20,302 

預り金の増減額（△は減少） △42,772 

店舗閉鎖損失 8,104 

その他の資産・負債の増減額 △2,808 

小計 347,978 

利息及び配当金の受取額 20,526 

利息の支払額 △64,899 

法人税等の支払額 △110,191 

営業活動によるキャッシュ・フロー 193,413 
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 10,000 

定期預金の預入による支出 △24,086 

有形固定資産の取得による支出 △175,943 

有形固定資産の売却による収入 78,410 

無形固定資産の取得による支出 △441 

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 3,968 

子会社株式の取得による支出 △21,900 

短期貸付金の回収による収入 1,916 

長期貸付けによる支出 △1,800 

長期貸付金の回収による収入 96,822 

建設協力金の回収による収入 41,218 

差入保証金の差入による支出 △183,953 

差入保証金の回収による収入 83,220 

預り保証金の受入による収入 16,300 

預り保証金の返還による支出 △11,310 

のれんの取得による支出 △14,546 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

156,924 

その他 △50 

投資活動によるキャッシュ・フロー 54,748 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 955,335 

短期借入金の返済による支出 △1,730,223 

長期借入れによる収入 75,000 

長期借入金の返済による支出 △1,369,278 

社債の発行による収入 1,397,141 

社債の償還による支出 △60,000 

割賦債務の返済による支出 △30,486 

リース債務の返済による支出 △2,400 

株式の発行による収入 63,458 

少数株主からの払込みによる収入 315,642 

自己株式の取得による支出 △223 

自己株式の売却による収入 88,200 

配当金の支払額 △41,067 

財務活動によるキャッシュ・フロー △338,900 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,737 

現金及び現金同等物の期首残高 1,036,068 

現金及び現金同等物の四半期末残高 945,330 
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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。 

  

  
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） 
   該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

  

 
（注）1 事業の区分は、市場の類似性を考慮し、各事業の内容により区分を行っております。 

    2 各区分の主な事業内容と主な取扱製品・商品（役務を含む）は次のとおりであります。 

 
      3 会計方針の変更  

（重要な減価償却資産の減価償却方法の変更） 

 「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期

間から、連結子会社である㈱音通マルチメディア、㈱ジャムテック、㈱音通アミューズメント、㈱ビデオエイティーは賃

貸資産（機械及び装置）の減価償却方法を従来の定率法から定額法に変更いたしました。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、カラオケ関係事業の営業利益が38,221千円増加しております。 

 4 ㈱ハブ・ア・グッドを平成20年７月４日付けで会社分割を実施し、新設会社の㈱ファイコムにスポーツ事業を承継

し、平成20年７月５日付けでオーディオ・ビジュアル商品販売事業の㈱ハブ・ア・グッドを譲渡いたしました。 

 従いましてオーディオ・ビジュアル商品販売事業における各数値は、第１四半期のみの数値を表示しております。 

(5) セグメント情報

食料品・生活
雑貨小売事業 

(千円)

カラオケ関係
事業 

(千円)

オーディオ・
ビジュアル商
品販売事業 

(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

8,716,154 1,671,541 1,514,334 222,982 227,099 12,352,111 － 12,352,111

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

41,536 1,368 － － 207,068 249,973 (249,973) －

計 8,757,690 1,672,909 1,514,334 222,982 434,168 12,602,084 (249,973) 12,352,111

 営業利益又は 
 営業損失（△）

58,550 160,344 6,394 △37,039 48,816 237,066 (94,053） 143,013

セグメント区分 事業内容 取扱商品等

食料品、 
生活雑貨 
小売 
事業

・総合１００円ショップ「FLET’S」及び「百圓領事館」等の店舗運営 
・食品スーパー「F MART」等の店舗の運営 
・１００円ショップ向け雑貨商品の企画・輸入・販売

食料品 
生活雑貨 
生鮮食料 
その他

カラオケ 
関係事業

・カラオケ機器及び関連商品の販売
・業務用ゲーム機器の販売及び賃貸 
・ゲームセンターの運営

カラオケ関連機器
ゲーム機器

オーディオ 
・ビジュアル 
商品販売事業

・レンタル用コンパクトディスク・ビデオソフト・
 その他関連商品の卸販売

コンパクトディスク
ビデオソフト

スポーツ事業
・スポーツクラブ「JOYFIT」の経営
・ホットヨガスタジオ「LAVA」の経営

スポーツ関連

その他事業
・不動産・店舗設備の賃貸
・コインパーキング事業

不動産・駐車場関連
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①第三者割当増資 
 当社は、平成20年6月25日付で、第三者割当増資の払込を受けました。 
 この結果、第１四半期連結会計期間において資本金が31,972千円、資本準備金31,972千円が増加い
たしました。 
 ②自己株式の処分 
   当社は、平成20年6月25日付で、自己株式を譲渡いたしました。 
  この結果、自己株式処分差益が84,350千円減少し、自己株式が172,326千円減少いたしました。 
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金1,455,544千円、資本剰余金1,497,851千

円、自己株式△37,208千円となっております。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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    前中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 15,419,733 100.0

Ⅱ 売上原価 12,020,215 78.0

売上総利益 3,399,517 22.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,193,776 20.7

営業利益 205,741 1.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 20,017

 ２ 退職給付金受入 13,822

 ３ 前期消費税差額金 9,427

 ４ その他 5,558 48,825 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 70,463

 ２ その他 17,864 88,327 0.6

経常利益 166,238 1.1

Ⅵ 特別利益

 １ 新株予約権戻入益 320

 ２ その他 ― 320 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 店舗解約金 6,125

 ２ その他 ― 6,125 0.0

税金等調整前
160,432 1.0

中間純利益

法人税、住民税
119,559

及び事業税

過年度法人税等追徴額 47,973

法人税等調整額 △53,348 114,184 0.7

少数株主利益 6,877 0.0

中間純利益 39,371 0.3
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  前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

(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 税金等調整前中間純利益 160,432

２ 減価償却費 364,897

３ のれん償却額 17,807

４ 株式交付費償却額 2,058

５ 貸倒引当金の増減額 3,861

６ 賞与引当金の増減額 19,855

７ 退職給付引当金の増減額 -11,366

８ 受取利息及び受取配当金 -20,769

９ 支払利息 70,463

10 持分法投資損益 -302

11 売上債権の増減額 180,371

12 棚卸資産の増減額 -38,184

13 仕入債務の増減額 -599,514

14 未収入金の増減額 79,867

15 預り金の増減額 -119,058

16 預け金の増減額 -19,460

17 仮払金の増減額 -154,341

18 未払金の増減額 7,032

19 立替金の増減額 179,030

20 その他 -91,245

小計 31,435

21 利息及び配当金の受取額 20,769

22 利息の支払額 -82,590

23 法人税等の支払額及び還付額 -167,063

営業活動によるキャッシュ・フロー -197,448

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 定期預金の払出による収入 34,047

２ 定期預金の預入れによる支出 -18,114

３ 有形固定資産の取得による支出 -273,302

４ 有形固定資産の売却による収入 4,791

５ 無形固定資産の取得による支出 -4,646

６ 投資有価証券の取得による支出 -250

７ 新規連結子会社の取得による支出 -11,218

８ 関係会社株式取得による支出 -5,044

９ 長期貸付金の回収による収入 16,694

10 建設協力金・差入保証金の増加額 -100,973

11 建設協力金・差入保証金の回収額 63,291

12 営業譲受による支出 -263,700

13 短期貸付金の回収による収入 101,821

14 その他 40

投資活動によるキャッシュ・フロー -456,564
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前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入れによる収入 1,100,000

２ 短期借入金の返済による支出 -1,153,000

３ 長期借入れによる収入 2,100,000

４ 長期借入金の返済による支出 -1,818,583

５ 社債の償還による支出 -210,000

６ 割賦未払金の支払による支出 -83,953

７ 株式の発行による収入 7,938

８ 配当金の支払額 -41,827

９ 自己株式取得による支出 -194,867

財務活動によるキャッシュ・フロー -294,293

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 -948,306

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,765,946

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 817,640
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 セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年9月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、商品の系列及び市場の類似性に内部管理上採用している区分を考慮しております。 

２ 各区分の主な事業内容と主な取扱製品・商品（役務を含む）は次のとおりであります。  

 
   ３ 前連結会計年度より、オーディオ・ビジュアル商品販売事業よりスポーツ事業を区分して掲載しておりす。 

これは、平成18年９月以降スポーツクラブ「JOYFIT」及びホットヨガスタジオ「LAVA」等の経営を行うもので連結子会社
の株式会社ハブ・ア・グッドがこれを運営しております。  
  

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(107,213千円)の主なものは、親会社の管理部門に係る費
用であります。 

食料品・ 
生活

カラオケ オーディオ・ スポーツ その他事業

計(千円)

消去又は

連結(千円)
雑貨小売事業 関係事業 ビジュアル 事業 全社(千円)

(千円) (千円) 商品販売 (千円) (千円)

事業

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
10,110,842 1,644,672 3,295,033 142,515 226,669 15,419,733 － 15,419,733

対する売上高

(2) セグメント間の内
部 46,082 1,094 － － 177,429 224,605 （224,605） －

売上高又は振替高

計 10,156,925 1,645,766 3,295,033 142,515 404,098 15,644,339 （224,605） 15,419,733

営業費用 9,997,182 1,528,631 3,278,222 155,143 372,205 15,331,384 （117,392） 15,213,992

営業利益 159,743 117,135 16,811 △12,627 31,892 312,954 （107,213） 205,741

セグメント区分 事業内容 取扱商品等

食料品、生活雑貨 ・総合１００円ショップ「FLET’S」及び「百圓領事館」等の店舗運営 食料品

小売事業 ・食品スーパー「F MART」等の店舗の運営 生活雑貨

・ドラッグストア「ベスト薬品」の経営 生鮮食料

・１００円ショップ向け雑貨商品の企画・輸入・販売 薬品

その他

カラオケ ・カラオケ機器及び関連商品の販売 カラオケ関連機器

関係事業 ・業務用ゲーム機器の販売及び賃貸 ゲーム機器

・ゲームセンターの運営

オーディオ ・レンタル用コンパクトディスク・ビデオソフト・ コンパクトディスク

・ビジュアル  その他関連商品の卸販売 ビデオソフト

商品販売事業

スポーツ事業(注)3
・スポーツクラブ「JOYFIT」の経営

スポーツ関連
・ホットヨガスタジオ「LAVA」の経営

その他事業
・不動産・店舗設備の賃貸

不動産・駐車場関連
・コインパーキング事業
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