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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 6,917 ― 83 ― 86 ― 36 ―
20年3月期第2四半期 6,328 0.0 239 77.0 250 57.3 185 128.4

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 7.39 ―
20年3月期第2四半期 37.34 ―

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 6,872 3,700 53.8 746.19
20年3月期 6,416 3,740 58.3 754.33

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,700百万円 20年3月期  3,740百万円

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 ― ― ― 12.50 12.50
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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 16,200 22.1 230 △51.2 240 △49.8 130 △56.0 26.22

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）  有  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(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、３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） 

1.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。業績予想につきましては、平成２０年１１月７日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」 
を御参照下さい。 
2.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。 

新規 1 社 （社名 株式会社ハブ・ア・グッド ） 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 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  5,257,950株 20年3月期  5,257,950株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  299,346株 20年3月期  299,721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  4,958,443株 20年3月期第2四半期 4,966,229株



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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による金融不安を背景に世界経済が

大きく減速し、米国に続き欧州でも景気後退懸念が強まるなか、企業収益の減少に伴い、雇用情勢が悪化しつつあ

り、個人消費市場をとりまく環境は厳しい状況が続いております。

当社の事業領域である映像ソフト市場におきましては、高画質映像を楽しめるブルーレイ・ディスク・レコーダー

の普及に伴い、ブルーレイ・ディスク対応ソフトの発売タイトルも徐々に増加しつつありますが、主力のＤＶＤ市

場は価格の低下により数量ベースでは伸びているものの、金額ベースでは減少しております。

音楽ソフト市場は、着うた、着うたフル等、携帯電話向けを中心とした音楽配信の影響を受け、ＣＤ市場は引き

続き厳しい状況で推移しました。

コンシューマーゲーム市場は、Ｗｉｉ、ＰＳ３等ゲーム機本体の売上高の伸びが弱まったことと、ヒット作が少

なかったことなどから、市場全体としては減少しました。

このような環境のもと、当社は、音楽映像ソフト市場におけるシェア拡大を目的として、平成20年７月５日付け

で株式会社音通（コード番号　７６４７）が保有する株式会社ハブ・ア・グッドの株式全部を取得し、子会社化い

たしました。また、当社が総販売元となって販売するレンタル用ＤＶＤソフトの販売を契機として新たに獲得した

得意先に対する映像ソフトの販売強化を中心に積極的な営業展開を進めるとともに、引き続きローコスト・オペレー

ションの徹底に努めました。

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高が4,325百万円となり、営業利益は

37百万円、経常利益は39百万円、当四半期純利益は10百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。　

①卸売事業

イ．音楽映像ソフト

当部門の売上高は、平成20年７月に株式会社ハブ・ア・グッドを子会社化したことに伴い、同社の売上高が加

わったことにより、前年同期を上回り、3,016百万円となりました。

ロ．コンシューマーゲーム

当部門の売上高は、携帯型ゲーム機ＰＳＰが本体、ソフトともに好調に推移したことと、ＰＳ３本体の普及に

伴うＰＳ３ソフトの売上が順調に推移し、前年同期を上回り、766百万円となりました。

ハ．関連商品

当部門の売上高は、メモリー内蔵型携帯音楽プレーヤーやハードディスク内蔵型ＤＶＤレコーダーの普及によ

るＭＤ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の需要減少の影響を受け、録音録画メディアの売上高は減少したものの、新た

にモバイル型ノートパソコンの輸入販売を手がけたことから前年同期を上回り、177百万円となりました。

ニ．その他

当部門の売上高は、216百万円となりました。

以上により、卸売事業全体の売上高は4,177百万円となり、営業利益は108百万円となりました。

②小売事業

当部門の売上高は、148百万円となり、営業利益は1百万円となりました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は6,872百万円となり、第１四半期連結会計期間末に比べ、798百万円の増

加になりました。主な要因は、現金及び預金の減少303百万円及び投資有価証券の減少166百万円があったものの、

受取手形及び売掛金の増加632百万円、のれんの増加346百万円及び仕入保証金の増加212百万円によるものです。

負債の部は3,171百万円となり、821百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加309百万

円及び長期借入金の増加270百万円によるものです。

純資産の部は利益剰余金の減少により、23百万円減少しました。

 

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純

利益が29百万円となり、たな卸資産の減少及びその他資産の減少に伴う資金の増加があったものの、連結範囲の変

更に伴う子会社株式の取得に伴う支出等による資金の減少があったため、第１四半期連結会計期間に比べ580百万円

減少した、1,077百万円になりました。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益29百万円に対し、たな卸資産の減少額166百万

円及びその他資産の減少額106百万円による資金の増加があったものの、仕入債務の減少額487百万円及び売上債権

の増加額118百万円により、264百万円の支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、184百万円の支出となりました。主な要因は、連結範囲の変更に伴う子会

社株式取得に伴う支出157百万円によります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入300百万円があったものの、短期借入金の減少額

320百円及び長期借入金の返済による支出102百万円により、132百万円の支出となりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、第１四半期連結会計

期間末より580百万円減少した1,077百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成20年11月７日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を御参照下さ

い。

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）

平成20年７月に株式会社ハブ・ア・グッドの株式の全部を取得しております。その結果、同社が新たに連結対

象子会社となっております。

（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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結累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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　      ②固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ております。

（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

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。

－ 2 －



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 1,308,141 1,483,543 

受取手形及び売掛金 1,777,605 1,534,861 

有価証券 74,602 137,800 

たな卸資産 816,093 885,376 

その他 120,327 124,675 

貸倒引当金 △7,482 △9,279 

流動資産合計 4,089,288 4,156,978 

固定資産   

有形固定資産 515,486 518,296 

無形固定資産   

のれん 346,892 － 

その他 60,960 43,277 

無形固定資産合計 407,853 43,277 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 830,417 618,741 

その他 1,034,106 1,081,604 

貸倒引当金 △5,139 △2,054 

投資その他の資産合計 1,859,384 1,698,291 

固定資産合計 2,782,724 2,259,865 

資産合計 6,872,012 6,416,844 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,715,176 1,699,433 

短期借入金 100,000 300,000 

未払法人税等 26,987 150,360 

賞与引当金 66,494 37,474 

その他 276,269 166,210 

流動負債合計 2,184,927 2,353,477 

固定負債   

長期借入金 527,870 － 

役員退職慰労引当金 235,947 228,316 

退職給付引当金 32,534 － 

その他 190,669 94,922 

固定負債合計 987,020 323,239 

負債合計 3,171,947 2,676,716 

純資産の部   

株主資本   

資本金 598,510 598,510 

資本剰余金 545,000 545,000 

利益剰余金 2,869,341 2,894,671 

自己株式 △94,300 △94,417 

株主資本合計 3,918,552 3,943,765 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,339 38,190 

土地再評価差額金 △241,827 △241,827 

評価・換算差額等合計 △218,487 △203,637 

純資産合計 3,700,064 3,740,127 

負債純資産合計 6,872,012 6,416,844 



（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 6,917,614 

売上原価 6,057,980 

売上総利益 859,633 

販売費及び一般管理費 775,866 

営業利益 83,767 

営業外収益  

受取利息 7,325 

その他 6,934 

営業外収益合計 14,259 

営業外費用  

支払利息 4,471 

有価証券売却損 7,142 

その他 396 

営業外費用合計 12,010 

経常利益 86,016 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,789 

特別利益合計 1,789 

特別損失  

投資有価証券評価損 12,465 

特別損失合計 12,465 

税金等調整前四半期純利益 75,339 

法人税、住民税及び事業税 17,861 

法人税等調整額 20,830 

法人税等合計 38,691 

四半期純利益 36,648 



（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 75,339 

減価償却費 20,303 

のれん償却額 19,546 

投資有価証券評価損益（△は益） 12,465 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,151 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,630 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,406 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,340 

受取利息及び受取配当金 △9,263 

支払利息 4,471 

為替差損益（△は益） △1,594 

有価証券売却損益（△は益） 7,142 

売上債権の増減額（△は増加） 271,552 

たな卸資産の増減額（△は増加） 275,525 

その他の資産の増減額（△は増加） 139,292 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △480 

仕入債務の増減額（△は減少） △781,066 

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,192 

その他の負債の増減額（△は減少） △19,573 

預り保証金の増減額（△は減少） 12,271 

小計 26,775 

利息及び配当金の受取額 8,523 

利息の支払額 △4,503 

法人税等の支払額 △139,294 

営業活動によるキャッシュ・フロー △108,499 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,805 

有形固定資産の取得による支出 △12,209 

長期前払費用の取得による支出 △713 

無形固定資産の取得による支出 △18,687 

有価証券の取得による支出 △49,860 

投資有価証券の取得による支出 △46,886 

投資有価証券の売却による収入 90,668 

貸付けによる支出 △150 

貸付金の回収による収入 460 

敷金の回収による収入 2,002 

敷金の差入による支出 △1,030 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △10,694 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△157,869 

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,775 



（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) 

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） △520,000 

長期借入れによる収入 600,000 

長期借入金の返済による支出 △102,753 

自己株式の売却による収入 117 

配当金の支払額 △61,749 

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,386 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,594 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △401,066 

現金及び現金同等物の期首残高 1,478,185 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,077,118 



（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

卸売事業
（千円）

小売事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 4,177,308 148,301 4,325,609 － 4,325,609

（２）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 48 48 (48) －

計 4,177,308 148,349 4,325,657 (48) 4,325,609

営業利益 108,311 1,789 110,101 (72,935) 37,165

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）

卸売事業
（千円）

小売事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 6,619,935 297,678 6,917,614 － 6,917,614

（２）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 126 126 (126) －

計 6,619,935 297,805 6,917,741 (126) 6,917,614

営業利益 232,143 6,179 238,323 (154,556) 83,767

（注）１．事業区分の方法

事業は、商品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

卸売事業

レンタル用ＣＤ、ビデオソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、コンシューマーゲー

ム（家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等）、関連商品（ブランクテープ、ＭＤ、

当社開発商品、備品等）、その他

小売事業
ＣＤ、ビデオソフト等のレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム、ＤＶ

Ｄビデオソフトの販売、書籍の販売

　     ３．当第２四半期連結会計期間において、当社が株式会社ハブ・ア・グッドを子会社化したことにより、卸売

　　　　　事業の資産が大幅に増加しております。

 

 

〔所在地別セグメント情報〕

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）及び当第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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

－ 1 －



〔海外売上高〕

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）及び当第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）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

６．その他の情報

該当事項はありません。

 

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  6,328,370 100.0

Ⅱ　売上原価  5,444,428 86.0

売上総利益  883,941 14.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  644,247 10.2

営業利益  239,694 3.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 5,004   

２．受取配当金 1,852   

３．有価証券売却益 1,340   

４．受取賃貸料 1,882   

５．その他 1,494 11,574 0.2

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 527   

２．支払保証料 390   

３．為替差損 202   

４．その他 26 1,147 0.0

経常利益  250,122 4.0

Ⅵ　特別利益    

１．退職金制度変更益 41,440   

２．受取配当金 35,529   

３．その他 668 77,637 1.2

Ⅶ　特別損失    

１．投資有価証券評価減 2,881   

２．その他 58 2,939 0.1

税金等調整前中間純利益  324,820 5.1

法人税、住民税及び事業税 106,734   

法人税等調整額 32,670 139,404 2.2

中間純利益  185,415 2.9

－ 3 －



（２）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

税金等調整前中間純利益 324,820

減価償却費　 13,671

投資有価証券評価減　 2,881

退職給付引当金の減少額 △41,440

役員退職慰労引当金の増加額　 6,931

賞与引当金の減少額　 △53

貸倒引当金の減少額　 △123

受取利息及び受取配当金　 △42,386

支払利息　 527

為替差損益　 202

有価証券売却損益　 △1,340

有形固定資産除却損　 58

売上債権の減少額　 37,601

たな卸資産の増加額　 △28,827

その他資産の増加額　 △4,639

破産更生債権の増加額　 △2,283

仕入債務の減少額　 △274,816

未払消費税等の増加額　 12,252

その他負債の減少額　 △25,475

受入保証金の減少額　 △5,479

仕入保証金の増加額　 △5,000

小計 △32,916

利息及び配当金の受取額　 160,578

利息の支払額　 △459

法人税等の支払額　 △162,214

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,012

－ 4 －



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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出　 △4,805

有形固定資産の取得による支出　 △4,228

長期前払費用の取得等による支出　 △113

無形固定資産の取得による支出　 △8,201

投資有価証券の取得による支出　 △52,075

投資有価証券の売却による収入　 61,004

貸付金の貸付による支出　 △130

貸付金の返済による収入　 370

敷金の返還による収入　 2,039

敷金の取得による支出　 △135

その他投資等の増加額　 △10,704

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,980

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の減少額 △300,000

配当金の支払額　 △61,801

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,801

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △202

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △413,997

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,273,556

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 859,558

－ 5 －



（３）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）

卸売事業
（千円）

小売事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,990,088 338,282 6,328,370 － 6,328,370

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 256 256 (256) －

計 5,990,088 338,538 6,328,627 (256) 6,328,370

営業費用 5,633,090 321,735 5,954,826 133,849 6,088,676

営業利益 356,997 16,803 373,800 (134,106) 239,694

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、商品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

卸売事業

レンタル用ＣＤ、ビデオソフト（ビデオカセット、ＤＶＤ）、コンシューマーゲー

ム（家庭用ゲーム機器、ゲームソフト等）、関連商品（ブランクテープ、ＭＤ、

当社開発商品、備品等）、その他

小売事業
ＣＤ、ビデオソフト等のレンタル及び販売、並びにコンシューマーゲーム、ＤＶ

Ｄビデオソフトの販売、書籍の販売

３．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の金額は、134,106千円であり、その主なも

のは、当社の総務部門等管理部門に係る支出であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項は

ありません。

－ 6 －
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