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1.  平成21年4月期第2四半期の業績（平成20年5月1日～平成20年10月31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4月期第2四半期 4,005 △51.7 △135 ― △34 ― △94 ―
20年4月期第2四半期 8,293 26.6 5 ― 9 ― △26 ―

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4月期第2四半期 △3,043.70 ―
20年4月期第2四半期 △863.86 ―

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4月期第2四半期 2,388 1,057 44.3 34,100.74
20年4月期 3,111 1,151 37.0 37,144.44

（参考） 自己資本   21年4月期第2四半期  1,057百万円 20年4月期  1,151百万円

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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年4月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 7,892 △49.4 △151 ― △57 ― △119 ― △3,868.00

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4月期第2四半期  31,000株 20年4月期  31,000株
② 期末自己株式数 21年4月期第2四半期  ―株 20年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第2四半期  31,000株 20年4月期第2四半期  31,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

  

  当第２四半期累計期間（平成20年５月１日～平成20年10月31日）におけるわが国経済は、米国のサブプライム

ローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱と原油価格や原材料価格の高騰による企業業績の悪化により、

設備投資の減少や個人消費の停滞等、国内景気の先行きに不透明感が増しております。 

  当社の属する通信業界におきましては、当第２四半期末における移動体通信サービスへの累計加入契約件数お

よび純増数（注1）は、109,697千件となり、第１四半期末に比べ 1,040千件（1.0％）増加し、前年同期に比べて

累計で 5,123千件（4.9％）の増加となったものの、移動電話国内出荷台数実績（注2）は、各移動体通信事業者

より順次導入された割賦販売制度や低廉な通信料金設定が可能な「新料金プラン」等、販売方法の大幅な変更に

よる買換サイクルの長期化により、平成20年４月から同年９月において、携帯電話およびＰＨＳを合わせ 20,288

千台と前年同期に比べて △19.7％減少し、市場の成長は急速に鈍化しつつあります。 

  また、固定通信分野におきましては、一般の加入電話の利用にみられる音声通信を主としたサービス利用から

インターネットの利用を目的としたデータ通信サービスへと移行しており、利用するサービスもより高速大容量

のデータ通信が可能なＦＴＴＨ（注3）やＤＳＬ（注4）を中心としたブロードバンドへとシフトしております。 

  このような事業環境の中、当社といたしましては、主力事業である移動体通信関連事業において、割賦販売制

度の普及や低廉な料金サービスによる機種変更需要等、買換サイクルの長期化に伴う販売機会の急激な減少に対

し、既存店舗での収益力強化に向けた「リエンジニアリング」を継続すると共に、当第２四半期累計期間におい

て業績改善の見通しが立て難い、関西圏２店舗と首都圏１店舗の合計３店舗を閉店すると共に、今後更に首都圏

において２店舗を閉店することといたしました。 

 また、固定通信関連事業におきましては、高速で大容量の通信が可能なＦＴＴＨサービスの社会への普及と共

にＤＳＬ利用者数は減少傾向にあり、主力商品である「ＡＤＳＬ付き電話加入権」のセット販売は、販売回線数

の減少と共に売上高の低下が予測されることから、今後の固定通信分野の主流であるＦＴＴＨサービスへの加入

促進に注力してまいりました。  

 これらの結果、当第２四半期累計期間における経営成績は、売上高 4,005百万円と前年同期の売上高 8,293百

万円に比べ 51.7%の減少となりました。営業利益につきましては、今夏８月の本社事務所移転による管理費用の

削減を始め、既存店舗における従業員の効率的な配置の徹底等、リエンジニアリングに努めてまいりましたが、

売上高の減少をこれらのコスト削減で補うことができず営業損失 △135百万円（前年同期は 5百万円の営業利

益）となりました。 

  また、経常利益につきましては、営業外収益において首都圏で取扱う通信事業者の追加に伴う一次代理店から

の営業支援金収入 70百万円の増加により 経常損失 △34百万円（前年同期は 9百万円の経常利益）となりました

が、四半期純利益につきましては、経営資源の効率的な再配分を意図しての店舗閉鎖に伴う特別損失を計上した

ことや店舗固定資産の減損処理等により、四半期純損失 △94百万円（前年同期は △26百万円の四半期純損失）

となりました。 

（注1）携帯電話およびＰＨＳの累計加入契約者数および純増数は、社団法人電気通信事業者協会のホームページから引用。 

（注2）携帯電話およびＰＨＳの移動電話国内出荷台数実績は、社団法人電子情報技術産業協会協会のホームページから引用。 

（注3）ＦＴＴＨとは、「Fiber To The Home」の略で、各家庭に光ファイバーを直接引き込み、高速の通信環境を提供するサービス

をいいます。 

（注4）ＤＳＬとは、「Digital Subscriber Line」の略で、電話線を使って高速なデジタルデータ通信を行う技術をいいます。 

  

（移動体通信関連事業） 

 当第２四半期累計期間における移動体通信関連事業におきましては、各移動体通信事業者において順次導入さ

れた新しい販売方式である「新料金プラン」の普及により、割賦販売制度や低廉な通信料金設定による既存顧客

の囲い込みが進展した結果、モバイル・ナンバーポータビリティーによる買換需要や高機能端末機器への機種変

更需要等、買換サイクルの長期化に伴い、携帯電話・ＰＨＳ等の端末機器の販売は、当初の予測を超える急激な

減少となりました。 

  これら販売方法の大幅な変更に伴う影響は、特に複数の移動体通信事業者の製品・サービスを取り扱う情報通

信ショップ「イーブーム」において顕著であったことや、これらの影響により採算性の低下が著しい関西圏２店

舗と首都圏１店舗の合計３店舗を閉店したこと等も加わり、携帯電話・ＰＨＳを合わせた売上高は 3,835百万円

（58,062台）と前年同期における売上高 7,982百万円（135,097台）に比べ 4,146百万円（77,035台）、率にして

△51.9%（△57.0%）の減少となりました。 
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（固定通信関連事業） 

 当第２四半期累計期間における固定通信関連事業におきましては、主力商品である「ＡＤＳＬ付き電話加入

権」セット販売は、光ファイバーサービス網の社会への普及と共に減少傾向にあることから、当社のコールセン

ターを活用したＦＴＴＨサービスへの加入促進に注力してまいりました。 

  この結果、ＦＴＴＨサービスへの加入契約数は、コールセンターの効率的な活用が奏効し、獲得件数は増加し

たものの、ＡＤＳＬ付き電話加入権セット販売では、取次店とインターネットによるＷＥＢ販売において、販売

回線数が減少したこと等により、当第２四半期累計期間における売上高は 108百万円（7,096回線）と前年同期に

おける売上高 209百万円（14,894回線）に比べ 101百万円（7,798回線）、率にして△48.3%（△52.3%）の減少と

なりました。 

    

（その他の事業） 

 当第２四半期累計期間におけるその他の事業におきましては、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」におい

て、移動体通信サービスおよび固定通信サービス以外の情報・通信分野並びに異業種への進出を含め、新規事業

開拓への取り組みを行ってまいりました。 

  その一環として、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」の空きスペースを利用した「ワンコイン・フィットネ

ス」の運営を行うと共に、携帯電話の利用方法拡大への取り組みとして、携帯電話端末機器の販売時に各種の携

帯コンテンツへの加入促進に注力してまいりました。 

  しかしながら、携帯電話端末機器の販売数量が減少したことに伴い、各種携帯コンテンツへの加入数も減少し

た結果、当第２四半期累計期間における売上高は 61百万円と前年同期における売上高101百万円に比べ 39百万円

率にして△39.1%の減少となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

（１） 資産、負債、純資産等の状況 

 当第２四半期末の流動資産は前期末比493百万円減少し、1,335百万円となりました。これは、主として売

掛金が562百万円、商品が156百万円減少したものの、未収入金が121百万円、現金及び預金が112百万円増加

したことによるものであります。 

 固定資産は前期末比228百万円減少し、1,048百万円となりました。これは、主として差入保証金が164百

万円、建物が27百万円、器具備品が22百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は前期末比594百万円減少し、755百万円となりました。これは、主として買掛金が406百万円、

短期借入金が70百万円、未払消費税が35百万円、減少したことによるものであります。 

 固定負債は前期末比33百万円減少し、575百万円となりました。これは、主として長期借入金が33百万円

減少したことによるものです。 

 純資産は前期末比94百万円減少し、1,057百万円となりました。これは、主として利益剰余金が94百万円

減少したこと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、前期末比112百万円増

加し、210百万円（前期末の現金及び現金同等物の期末残高は98百万円）となりました。 

 当第２四半期会計期間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） 

 当第２四半期の営業活動の結果、獲得した資金は164百万円となりました。これは、主として税金等調整前

当期純損失90百万円、仕入債務の減少406百万円及び短期解約返戻引当金の減少31百万円を、売上債権の減少

562百万円及び棚卸資産の減少158百万円による資金の増加が上回ったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期の投資活動の結果、獲得した資金は74百万円となりました。これは、主として差入保証金の

差入による支出が26百万円あったものの、差入保証金の返還による収入が118百万円あったことによるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期の財務活動の結果、使用した資金は127百万円となりました。これは、主として短期借入金の

返済による支出が70百万円、長期借入金の返済による支出が47百万円あったことによるものです。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

  

  今後のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融不安等により、国内景気の先行きは不透明感

を増しております。 

このような状況の下、通期の業績予想につきましては、平成20年12月５日付「特別損失の発生および平成２１

年４月期 第２四半期累計期間業績予想との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました

とおり、今秋以降に各移動体通信事業者より順次発売が予定される新端末機器の投入をはじめ、毎年恒例の１２

月ボーナス・クリスマス商戦や春の新社会人等を対象としたキャンペーンの開始等、新規需要の喚起は僅かに予

測されるものの、割賦販売制度の継続や低廉な通信料金を背景とした既存顧客の囲い込みは今後も続くものと思

われ、従来からのモバイル・ナンバーポータビリティーによる新規買換需要の獲得や、高機能端末機器への機種

変更需要を中心とした携帯電話・ＰＨＳの販売は、依然として厳しい状況が続くものと予測されます。 

当社といたしましては、このような市場環境を鑑み、今後の移動体通信関連事業に派生する新たな収益源の確

保に向け、中古携帯電話「エコたん（注）」の取扱いに注力してまいります。 

しかしながら、主力である既存携帯電話・ＰＨＳの販売は、通期において売上高7,526百万円、販売台数 113.0 

千台と当初の販売目標である売上高11,129 百万円、163.1 千台に比べ売上高で3,602 百万円、販売台数 50.1 千

台下回る見通しであり、固定通信関連事業におきましても、通期の売上高239 百万円、販売回線数 16.6 千回線

と当初目標の売上高249 百万円、販売回線数18.0 千回線に比べ 9 百万円、1.3 千回線下回る見込みであること

から、通期売上高を 7,892 百万円と前回予想値 11,500 百万円に対し 3,607 百万円（△31.4%）の減少に修正す

るものであります。 

また、営業利益、経常利益および当期純利益につきましては、販売スタッフへの教育研修等を含めた販売体制

を強化しつつ、業務の効率化と更なるコストの低減を実施し、収益体質の改善と強化を行なってまいりますが、

営業利益は △151 百万円と前回予想より185百万円減少し、経常利益は △57 百万円と前回予想比 79 百万円の

減少、当期純利益は△119 百万円と前回予想比 123 百万円の減少に修正をいたします。 

  

   

   

  

 (注)「エコたん」は、日本テレホン株式会社の商標であり、２次利用で環境にやさしい「エコロジー端末（たんまつ）」、安価で経

済的な「エコノミー端末（たんまつ）」の意味合いを持った造語であります。 

  なお、当該通期業績予想は、第２四半期決算短信公表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響

を与える不確実な要因に係る第２四半期決算短信公表日現在における仮定を前提としており、実際の結果とは異

なる可能性があります。 

セグメント別の売上高予想値        単位：百万円

   前 回 予 想 値   今 回 修 正 値  増減額 増減率（%） 

 移 動 体 通 信 関 連 事 業 11,129 7,526 △3,602 △32.4%

 固 定 通 信 関 連 事 業 249 239 △9 △3.8%

 そ の 他 の 事 業 121 125 3 3.3%

売 上 高 合 計 11,500 7,892 △3,607 △31.4%

販売数量     台／回線

  当初予想値 今回修正値 増減額 増減率 

移動体通信関連事業 163.1 113.0 △50.1 △30.7%

固定通信関連事業 18.0 16.6 △1.3 △7.6%

        単位：百万円 

      前 回 予 想 値    今 回 修 正 値 増減額 増減率 

   売        上        高 11,500 7,892 △3,607 △31.4

   営    業      利    益 34 △151 △185 －

   経    常      利    益 21 △57 △79 －

   当   期   純   利   益 3 △119 △123 －
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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 

  定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当事業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。 

（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 

① 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。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、先入先出法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「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、先入先出法による原価法（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。なお、これによる当第２四半期累計期間の売上総利

益、営業損失、経常損失、税引前四半期純損失に与える影響はありません。 
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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10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 402,614 290,410

売掛金 486,276 1,048,774

商品 246,334 403,159

貯蔵品 1,411 2,762

前払費用 48,780 56,542

未収入金 149,083 27,142

その他 876 285

貸倒引当金 △60 △430

流動資産合計 1,335,316 1,828,646

固定資産   

有形固定資産   

建物 284,914 311,278

減価償却累計額 △106,824 △105,705

建物（純額） 178,089 205,573

工具、器具及び備品 285,557 303,844

減価償却累計額 △200,415 △196,618

工具、器具及び備品（純額） 85,141 107,226

有形固定資産合計 263,231 312,799

無形固定資産   

商標権 781 840

ソフトウエア 24,760 31,532

のれん 4,425 5,100

電話加入権 18,794 18,794

その他 69 69

無形固定資産合計 48,831 56,336

投資その他の資産   

出資金 405 415

破産更生債権等 2,471 1,470

長期前払費用 22,953 29,794

差入保証金 736,201 900,615

保険積立金 239 239

貸倒引当金 △25,841 △24,840

投資その他の資産合計 736,430 907,695

固定資産合計 1,048,492 1,276,831

繰延資産   

社債発行費 4,713 5,830

資産合計 2,388,522 3,111,308
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 377,046 783,330

短期借入金 － 70,000

1年内返済予定の長期借入金 66,676 80,561

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 35,366 47,561

未払費用 51,356 66,210

未払法人税等 6,864 6,895

未払消費税等 6,226 41,809

前受金 12 －

預り金 57,288 57,321

賞与引当金 24,909 35,325

短期解約返戻引当金 10,090 41,702

流動負債合計 755,836 1,350,717

固定負債   

社債 470,000 480,000

長期借入金 25,021 58,373

退職給付引当金 10,978 1,175

長期未払金 58,764 58,764

長期預り保証金 10,800 10,800

固定負債合計 575,563 609,113

負債合計 1,331,399 1,959,830

純資産の部   

株主資本   

資本金 594,500 594,500

資本剰余金 264,700 264,700

利益剰余金 197,922 292,277

株主資本合計 1,057,122 1,151,477

純資産合計 1,057,122 1,151,477

負債純資産合計 2,388,522 3,111,308
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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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 4,005,980

売上原価 3,105,251

売上総利益 900,728

販売費及び一般管理費 1,036,310

営業損失（△） △135,581

営業外収益  

受取利息 564

営業支援金収入 107,192

その他 3,766

営業外収益合計 111,523

営業外費用  

支払利息 1,301

社債利息 4,168

社債発行費償却 1,116

支払保証料 2,300

その他 1,748

営業外費用合計 10,636

経常損失（△） △34,694

特別利益  

原状回復費等戻入益 2,393

貸倒引当金戻入額 370

特別利益合計 2,763

特別損失  

固定資産売却損 201

固定資産除却損 10,956

減損損失 28,224

賃貸借契約解約損 19,628

特別損失合計 59,010

税引前四半期純損失（△） △90,940

法人税、住民税及び事業税 3,413

四半期純損失（△） △94,354
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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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △90,940

減価償却費 48,281

減損損失 28,224

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,415

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） △31,612

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,802

貸倒引当金の増減額（△は減少） 631

受取利息及び受取配当金 △564

支払利息及び社債利息 5,470

固定資産除却損 10,956

固定資産売却損益（△は益） 201

賃貸借契約解約損 19,628

売上債権の増減額（△は増加） 562,497

たな卸資産の増減額（△は増加） 158,176

仕入債務の増減額（△は減少） △406,284

その他 △132,609

小計 171,444

利息及び配当金の受取額 597

利息の支払額 △5,323

法人税等の支払額 △2,082

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,635

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 △192,028

定期預金の払戻による収入 191,960

固定資産の取得による支出 △12,612

固定資産の売却による収入 17

差入保証金の差入による支出 △26,404

差入保証金の回収による収入 118,958

その他 △5,097

投資活動によるキャッシュ・フロー 74,794

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） △70,000

長期借入金の返済による支出 △47,237

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,136

現金及び現金同等物の期首残高 98,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,585

日本テレホン株式会社（9425）  平成21年４月期 第２四半期決算短信（非連結）

9



  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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 
  

  
  

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日） 

  当社の主力事業である移動体通信関連事業において、各
移動体通信事業者より順次導入された割賦販売制度や低廉
な通信料金設定が可能な「新料金プラン」等、販売方法の
大幅な変更による買換サイクルの長期化により、当第２四
半期累計期間における売上高は 4,005百万円と前年同期
8,293百万円に比べ 4,287百万円の大幅な減少となると共
に、営業損失135百万円、経常損失34百万円を計上いたし
ました。また、前事業年度に引き続き不採算店舗等の閉鎖
に伴う特別損失の計上や店舗固定資産の減損処理により、
四半期純損失は、94百万円と前事業年度末と同様に大幅な
損失を計上しております。 

  また、前事業年度の業績は売上高15,586百万円、営業損
失 19百万円、経常損失 16百万円、当期純損失 188百万円
でしたが、当事業年度においても当第２四半期累計期間の
業績と同様に売上高の大幅な減少により利益が確保できな
い状況が見込まれます。そのため継続企業の前提に関する
重要な疑義が発生しております。 

 当社は、業績について早期回復に向けた経営の抜本的改
革の途上にあり、主力事業である移動体通信関連事業にお
いても同事業に派生する新たな収益源の確保に向け注力を
いたしております。 

具体的には、急速な技術革新による高機能化とモバイ
ル・ナンバーポータビリテイー等による解約や機種変更に
より、使用されなくなった端末機器は、家庭に眠る貴重な
資源として注目を集めております。 

このような状況の中、当社では消費者のもとで不要とな
った携帯電話を古物営業法に則って、買取りを行い、再利
用できるものは滅菌処理やデータ消去処理を施した後、リ
ユース商品として一般消費者に廉価で販売を行い、再利用
が不可能な端末機器については、部品・資源へのリサイク
ルを行うなど中古携帯電話の取り扱いは、社会の要請に応
えつつ、売上高と利益が確保できる有望な分野であると考
えております。 

また、このような売上高増加に向けた施策と共に、費用
面では本社部門での管理コスト並びに、店舗での効率的な
人員配置による運営コストの削減を徹底し、また業績改善
の見通しが立て難い店舗は順次閉店を行う等、抜本的なコ
ストの削減を合わせて実施することにより、営業利益の確
保を目指してまいります。財務面につきましては、当第２
四半期末日において短期借入金は無く、１年以内に返済期
日が到来する長期借入金および社債を合わせ 186百万円あ
りますが、不採算店舗の閉鎖による販売費及び一般管理費
の大幅な削減と共に、閉店店舗の敷金・保証金の返還に伴
い、手元資金にて対応いたします。 

当社におきましては、これらの施策について、全社を挙
げて取り組むことにより、継続企業の前提に関する重要な
疑義の解消を目指してまいります。 

 当四半期の四半期財務諸表は継続企業を前提として作成
しており、上記のような重要な疑義の影響を財務諸表に反
映しておりません。 

（５）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。 
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「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        8,293  100.0

Ⅱ 売上原価        6,936  83.6

売上総利益        1,357  16.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,351  16.3

営業利益        5  0.1

Ⅳ 営業外収益        18  0.2

Ⅴ 営業外費用        14  0.2

経常利益        9  0.1

Ⅵ 特別利益        3  0.1

Ⅶ 特別損失        31  △0.4

税引前中間純利益        △18  △0.2

法人税、住民税及び事業税  3            

法人税等調整額  5  8  0.1

中間純利益        △26  △0.3
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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５月１日 
至 平成19年10月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  △18

減価償却費  63

減損損失  23

賞与引当金の減少額  0

短期解約返戻引当金の減少額  △2

ポイント引当金の増加（△減少）額  0

貸倒引当金の減少額  △3

受取利息及び受取配当金  0

支払利息及び社債利息  9

固定資産除却損  4

賃貸契約解約損  2

売上債権の増加額  363

たな卸資産の減少額  275

仕入債務の増加額  △177

 その他  2

小計  541

利息及び配当金の受取額  0

利息の支払額  △7

法人税等の支払額  △9

営業活動によるキャッシュ・フロー  524

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金等の預入による支出  △191

定期預金等の払戻による収入  191

固定資産の取得による支出  △90

差入保証金の差入による支出  △57

差入保証金の返還による収入  9

その他  △6

投資活動によるキャッシュ・フロー  △144

Ⅲ 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  △450

長期借入れによる収入  100

長期借入金の返済による支出  △41

社債の発行による収入  393

配当金の支払額  0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △298

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  81

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  95

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  177
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