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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 68,044 ― △196 ― 883 ― 361 ―

20年3月期第2四半期 65,208 9.7 △288 ― 834 67.4 △1,173 ―

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 18.21 ―

20年3月期第2四半期 △54.49 ―

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 41,024 11,481 27.7 578.99
20年3月期 46,521 11,553 24.5 560.48

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,374百万円 20年3月期  11,413百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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  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 138,000 0.2 750 △5.0 3,000 △3.4 1,500 ― 76.35

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  

(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） 

（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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社WAVE ）

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  20,462,408株 20年3月期  21,662,408株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  816,407株 20年3月期  1,299,730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  19,834,384株 20年3月期第2四半期  21,535,372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 

当社グループの販売状況につきましては、北京オリンピック開催による薄型テレビを中心としたデジタルＡＶ

機器の伸張に加え、白物家電・エアコンを中心とした家電製品が堅調に推移し、又、携帯電話販売事業におきま

しては、国内において携帯電話端末需要が落ち込む中、当初計画通りに推移したことにより、第１四半期連結会

計期間に引き続き増収を確保し、680億44百万円となりました。 

収益の状況につきましては、当第２四半期連結累計期間は、㈱ノジマにおいて戦略的に販売促進費・人件費を

投下したこと等の減益要因がありましたが、携帯電話事業が堅調に推移し、㈱イーネット・ジャパンの収益構造

の改善が進んだことが、減益要因を上回り、営業損失１億96百万円、経常利益８億83百万円と第１四半期連結会

計期間に引き続き増益を確保いたしました。 

四半期純利益につきましても、前連結会計年度は大幅な減損等の影響で赤字となっておりましたが、前連結会

計年度に将来の負債を一掃したことにより、３億61百万円の黒字転換をはたしております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間での売上高は、680億44百万円、営業損失は、１億96百万円、経常利

益は、８億83百万円、四半期純利益は、３億61百万円と増収増益になりました。 

  

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額は、前連結会計年度末に比べ、54億97百万円減少し、410億24百万円

となりました。 

 主な要因は、㈱ＷＡＶＥが連結の範囲からはずれたこと等による商品の減少14億46百万円及び、売掛金の減少

25億８百万円等によるものであります。 

 負債額は、前連結会計年度末に比べ、54億25百万円減少し、295億42百万円となりました。 

 主な要因は、仕入債務の支払による買掛金の減少30億19百万円、短期借入金の返済による減少10億40百万円等

によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、71百万円減少し、114億81百万円となりました。 

 主な要因は、四半期純利益を３億61百万円計上し、自己株式の取得３億３百万円及び、配当金の支払等による

利益剰余金の減少２億１百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、新規出店、店舗改装等

による有形固定資産の取得による支出７億37百万円、自己株式の取得による支出３億３百万円、仕入債務の減少

25億17百万円等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益７億38百万円を計上し、売上債権の減少

額24億66百万円、定期預金の払戻による収入５億３百万円、短期借入金の純増額３億60百万円、及び減価償却費

５億24百万円の計上により、前連結会計年度末に比べ３億円増加し、28億88百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果獲得した資金は６億19百万円となりました。 

 これは主に、仕入債務の減少25億17百万円等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益７億38百

万円を計上し、売上債権の減少額24億66百万円、減価償却費５億24百万円の計上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） 

 投資活動の結果使用した資金は２億21百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻しによる収入５億３百万円、有価証券の償還による収入１億円があったものの、

新規出店、店舗改装等による有形固定資産の取得による支出７億37百万円、敷金保証金の預入による支出２億39

百万円等の支出要因が発生したためであります。 

（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96百万円となりました。 

 これは主に、短期借入金の純増額３億60百万円に、自己株式の取得による支出３億３百万円、配当金の支払額

１億22百万円等の支出要因が発生したためであります。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

   通期の連結業績予想につきましては、売上高については第２四半期累計では増収でありましたが、今後の経済 

 情勢は依然不透明であり、耐久消費財の買い替え期間の延長等が予想され、又㈱ＷＡＶＥの売却により、減額修 

 正しております。 

  利益に関しましては、子会社の㈱イーネット・ジャパンとの合併による統合効果や、赤字子会社であった 

 ㈱ＷＡＶＥを売却等の増益要因はありますが、今後の経済情勢は依然不透明であり、耐久消費財の買い替え期間の

 延長等が予想されますので、平成20年10月21日に連結の通期業績予想の修正をいたしました。 

  なお、平成20年５月15日の決算短信で発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりでありま 

 す。 

  

    平成21年３月期 個別業績予想の修正（ご参考） 

  

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） 

前四半期連結会計期間末において当社の連結子会社であった㈱ＷＡＶＥは、平成20年８月31日付で当社が所有

する株式の一部を売却したことにより、連結の範囲から除外しております。 

（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 

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して算定する方法によっ

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 

①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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（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）により算定しております。 

これによる損益への影響はありません。 

    

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 
 百万円

140,000 

 百万円

1,000 

 百万円

3,200 

 百万円

2,000 

今回修正（Ｂ） 138,000 750 3,000 1,500 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △250 △200 △500 

増減率 △1.4％ △25％ △6.3％ △25％ 

前期実績 137,730 789 3,105 △3,107 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 
 百万円

85,000 

 百万円

△500 

 百万円

1,700 

 百万円

1,200 

今回修正（Ｂ） 90,000 △970 1,200 550 

増減額（Ｂ－Ａ） 5,000 △470 △500 △650 

増減率 5.9％ － △29.4％ △54.2％ 

前期実績 79,963 △695 1,514 △3,461 



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 2,999,907 3,189,579

売掛金 6,090,250 8,598,849

有価証券 30,000 99,693

商品 12,951,941 14,398,174

営業未収入金 1,628,930 2,392,894

繰延税金資産 91,375 107,386

その他 783,946 517,518

貸倒引当金 △16,417 △35,523

流動資産合計 24,559,935 29,268,572

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,270,700 4,544,520

工具、器具及び備品（純額） 1,031,579 1,235,471

土地 2,928,481 2,933,056

その他（純額） 168,351 22,577

有形固定資産合計 8,399,112 8,735,627

無形固定資産   

ソフトウエア 313,845 406,376

のれん 44,089 49,208

その他 11,628 11,919

無形固定資産合計 369,563 467,504

投資その他の資産   

投資有価証券 1,173,423 1,252,096

敷金及び保証金 5,764,836 5,973,451

繰延税金資産 271,836 259,623

その他 548,149 590,523

貸倒引当金 △62,358 △25,587

投資その他の資産合計 7,695,887 8,050,106

固定資産合計 16,464,563 17,253,238

資産合計 41,024,498 46,521,811



（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   

買掛金 9,513,218 12,532,234

短期借入金 1,092,000 2,132,000

1年内返済予定の長期借入金 2,392,192 3,025,338

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 3,387,005 3,600,597

未払法人税等 431,950 668,676

その他の引当金 － 58,453

その他 1,053,349 1,166,973

流動負債合計 17,889,715 23,204,274

固定負債   

社債 10,000 20,000

長期借入金 4,829,520 4,217,074

販売商品保証引当金 928,118 855,227

役員退職慰労引当金 139,873 141,034

退職給付引当金 893,189 969,743

負ののれん 4,055,336 4,658,780

その他 797,241 902,462

固定負債合計 11,653,277 11,764,322

負債合計 29,542,993 34,968,597

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,323,175 4,323,175

資本剰余金 4,738,158 4,738,158

利益剰余金 2,626,314 2,827,904

自己株式 △322,996 △493,568

株主資本合計 11,364,651 11,395,669

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,264 17,338

評価・換算差額等合計 10,264 17,338

新株予約権 613 －

少数株主持分 105,975 140,206

純資産合計 11,481,505 11,553,214

負債純資産合計 41,024,498 46,521,811



（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 68,044,855

売上原価 55,805,866

売上総利益 12,238,988

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 2,025,129

貸倒引当金繰入額 6,571

給料手当及び賞与 3,972,208

賞与引当金繰入額 15,975

役員退職慰労引当金繰入額 1,954

退職給付引当金繰入額 67,587

地代家賃 2,272,383

減価償却費 496,306

その他 3,577,762

販売費及び一般管理費合計 12,435,878

営業損失（△） △196,889

営業外収益  

受取利息 16,022

仕入割引 512,118

負ののれん償却額 603,444

その他 89,639

営業外収益合計 1,221,224

営業外費用  

支払利息 100,276

社債利息 241

貸倒引当金繰入額 27,592

その他 12,420

営業外費用合計 140,530

経常利益 883,804

特別利益  

投資有価証券売却益 316

貸倒引当金戻入額 9,947

固定資産売却益 30,258

子会社株式売却益 121,436

年金脱退損失引当金戻入益 126,750

その他 21,281

特別利益合計 309,989



（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) 

特別損失  

固定資産除却損 134,742

投資有価証券売却損 667

投資有価証券評価損 14,127

たな卸資産評価損 163,167

減損損失 88,836

補助金返還損 17,946

その他 35,769

特別損失合計 455,258

税金等調整前四半期純利益 738,535

法人税、住民税及び事業税 403,151

法人税等調整額 8,399

法人税等合計 411,551

少数株主損失（△） △34,248

四半期純利益 361,232



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 36,028,602

売上原価 29,445,255

売上総利益 6,583,347

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 1,000,244

貸倒引当金繰入額 961

給料手当及び賞与 2,010,166

賞与引当金繰入額 4,531

役員退職慰労引当金繰入額 1,118

退職給付引当金繰入額 29,206

地代家賃 1,182,053

減価償却費 241,876

その他 1,896,108

販売費及び一般管理費合計 6,366,267

営業利益 217,079

営業外収益  

受取利息 7,260

仕入割引 239,094

負ののれん償却額 301,722

その他 15,694

営業外収益合計 563,771

営業外費用  

支払利息 47,354

社債利息 136

貸倒引当金繰入額 27,592

その他 9,936

営業外費用合計 85,020

経常利益 695,830

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,032

固定資産売却益 30,258

子会社株式売却益 121,436

年金脱退損失引当金戻入益 126,750

その他 18,602

特別利益合計 302,079



（単位：千円）

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) 

特別損失  

固定資産除却損 79,851

投資有価証券売却損 667

投資有価証券評価損 107,384

たな卸資産評価損 163,167

減損損失 84,633

その他 35,161

特別損失合計 470,865

税金等調整前四半期純利益 527,044

法人税、住民税及び事業税 240,170

法人税等調整額 △23,774

法人税等合計 216,396

少数株主損失（△） △19,776

四半期純利益 330,425



（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 738,535

減価償却費 524,203

減損損失 88,836

のれん償却額 6,154

負ののれん償却額 △603,444

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,611

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,664

販売商品保証引当金の増減額（△は減少） 72,890

年金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △126,750

受取利息及び受取配当金 △26,884

支払利息 100,276

有形固定資産売却損益（△は益） △30,258

有形固定資産除却損 134,742

投資有価証券売却損益（△は益） 350

投資有価証券評価損益（△は益） 14,127

子会社株式売却損益（△は益） △121,436

売上債権の増減額（△は増加） 2,466,113

たな卸資産の増減額（△は増加） 376,755

仕入債務の増減額（△は減少） △2,517,754

その他 161,832

小計 1,309,792

利息及び配当金の受取額 28,313

利息の支払額 △100,165

法人税等の支払額 △618,893

営業活動によるキャッシュ・フロー 619,047

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 △13,084

定期預金の払戻による収入 503,000

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △737,170

有形固定資産の売却による収入 99,750

無形固定資産の取得による支出 △19,532

投資有価証券の売却による収入 21,053

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

△63,801

敷金及び保証金の差入による支出 △239,740

敷金及び保証金の償還による収入 109,841

貸付金の回収による収入 4,388

その他 13,319



（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 △221,976

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） 360,000

長期借入金の返済による支出 △20,700

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の取得による支出 △303,970

配当金の支払額 △122,167

財務活動によるキャッシュ・フロー △96,837

現金及び現金同等物に係る換算差額 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 300,243

現金及び現金同等物の期首残高 2,588,274

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,888,518



 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。 

（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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額

は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるた

め、記載を省略しております。 

〔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。 

〔海外売上高〕 

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 

 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） 

 当社は、平成20年５月15日の取締役会決議に基づき、当第２四半期連結累計期間において、自己株式715,000

株を303,160千円で取得し、平成20年５月15日の取締役会決議に基づき、平成20年６月２日に、自己株式

1,200,000株を474,542千円で消却しております。また、平成20年８月31日付で㈱ＷＡＶＥの株式を一部売却し

連結の範囲からはずれたことにより、利益剰余金が33,887千円増加しております。 

 上記理由に加え、剰余金の配当122,167千円、四半期純利益の計上361,232千円により当第２四半期連結会計

期間末において利益剰余金が201,589千円減少し、2,626,314千円、自己株式が170,571千円減少し、322,996千

円となっております。 

  

  

６．その他の情報 

 該当事項はありません。 

  



「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   65,208,777 100.0 

Ⅱ 売上原価   53,943,451 82.7 

売上総利益   11,265,326 17.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   11,554,299 17.7 

営業損失（△）   △288,972 △0.4 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 28,207     

２．仕入値引 454,482     

３．負ののれん償却 610,149     

４．その他 176,738 1,269,577 1.9 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 137,280     

２．社債利息 3,175     

３．その他 5,344 145,800 0.2 

経常利益   834,805 1.3 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 840     

２．賃貸借解約補償金 35,000     

３．その他特別利益 6,916 42,756 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 52,552     

２．投資有価証券売却損 20,372     

３．投資有価証券評価損 128,491     

４．減損損失 1,056,578     

５．その他特別損失 39,686 1,297,681 2.0 

税金等調整前中間純損失
（△）   △420,119 △0.6 

法人税、住民税及び事業
税 343,155     

法人税等調整額 508,000 851,156 1.3 

少数株主損失   97,845 0.1 

中間純損失（△）   △1,173,430 △1.8 

       



（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損失 △420,119 

減価償却費 653,327 

減損損失 1,056,578 

のれん償却額 128,560 

負ののれん償却額 △610,149 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 162 

支払利息 137,280 

投資有価証券売却益 △840 

投資有価証券売却損  20,372 

投資有価証券評価損  128,491 

有形固定資産除売却損 52,552 

売上債権の増減額（△は増加） 1,327,244 

たな卸資産の増減額（△は増加） △426,703 

仕入債務の増減額(△は減少) △1,420,848 

その他 724,275 

小計 1,350,184 

利息及び配当金の受取額 64,074 

利息の支払額 △147,705 

法人税等の支払額 △392,776 

営業活動によるキャッシュ・フロー 873,777 

   
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 △22,784 

定期預金の払戻による収入  11,300 

投資有価証券の取得による支出 △40,502 

投資有価証券の売却による収入 55,281 

投資有価証券の償還による収入 300,000 

連結範囲変更を伴う子会社株式売却による支出  △21,030 

事業の譲受による支出 △15,911 

貸付金の回収による収入  4,880 

有形固定資産の取得による支出 △451,657 

無形固定資産の取得による支出 △128,039 

長期前払費用の取得による支出 △202 

差入敷金及び保証金の預入による支出 △277,425 

差入敷金及び保証金の償還による収入 74,975 

その他 40,808 

投資活動によるキャッシュ・フロー △470,308 

   
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金増減額（△は減少） △2,456,300 

長期借入による収入 230,000 

長期借入金の返済による支出 △1,960,375 

社債の償還による支出 △10,000 

自己株式の取得による支出 △1,478 

配当金の支払額 △131,385 

その他 564 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,328,974 

 



 

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） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △3,925,505 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 10,775,999 

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末残高 6,850,493 

    



（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） 

 「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額

は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるた

め、記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 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（自平成19年４月１日 至平成19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。 
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