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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

（注）当社の連結子会社であった株式会社eSPORTSは、平成20年８月31日に主な事業を譲渡し、同年９月１日付で社名を株式会社モトスと改め、現在清算手続中であり
ます。よって連結の重要性が有る対象先がなくなることから、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。  

(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8月期第1四半期 9,464 ― △620 ― △613 ― △282 ―

20年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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8月期第1四半期 △23.54 ―

20年8月期第1四半期 ― ―

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8月期第1四半期 29,778 8,925 30.0 744.73
20年8月期 25,007 9,342 37.4 779.48

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  8,925百万円 20年8月期  9,342百万円

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8月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期累計期間 23,100 10.2 861 △37.9 830 △38.7 449 △35.6 37.46

通期 46,200 10.4 1,600 △13.3 1,550 △15.1 809 28.8 67.50

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、２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、２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8月期第1四半期  12,320,787株 20年8月期  12,320,787株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  335,599株 20年8月期  335,574株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期  11,985,180株 20年8月期第1四半期  11,985,263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．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） および 「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．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる
可能性があります。 
３．当社の連結子会社であった株式会社eSPORTSは、平成20年８月31日に主な事業を譲渡し、同年９月１日付で社名を株式会社モトスと改め、現在清算手続中でありま
す。よって連結の重要性が有る対象先がなくなることから、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。したがって「参考資料」 は省略しております。  
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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１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,173,572 2,850,489 

売掛金 1,169,537 743,728 

商品 12,492,590 9,404,947 

前払費用 401,409 357,134 

繰延税金資産 495,130 236,534 

その他 272,922 163,166 

流動資産合計 18,005,163 13,755,999 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,245,307 3,964,165 

土地 1,299,528 1,299,528 

建設仮勘定 1,428 77,866 

その他（純額） 322,812 141,260 

有形固定資産合計 5,869,077 5,482,821 

無形固定資産   

ソフトウエア 12,726 11,128 

その他 70,982 71,037 

無形固定資産合計 83,709 82,165 

投資その他の資産   

投資有価証券 599,414 704,401 

関係会社株式 20,000 20,000 

関係会社の整理に伴う貸付金 ※1  400,000 － 

長期貸付金 827,012 541,132 

差入保証金 3,192,567 3,069,097 

店舗賃借仮勘定 109,618 526,133 

長期前払費用 412,219 365,173 

繰延税金資産 243,101 105,515 

その他 380,003 368,567 

貸倒引当金 △363,425 △13,425 

投資その他の資産合計 5,820,512 5,686,596 

固定資産合計 11,773,298 11,251,584 

資産合計 29,778,462 25,007,583 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,565,868 5,632,396 

短期借入金 1,000,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,700,000 2,500,000 

未払法人税等 23,982 497,211 

賞与引当金 502,861 339,004 

役員賞与引当金 － 6,058 

関係会社整理損失引当金 － 350,000 

その他 1,153,082 874,632 

流動負債合計 14,945,795 10,599,302 

固定負債   

長期借入金 5,555,000 4,715,000 

役員退職慰労引当金 168,180 162,998 

その他 183,812 188,026 

固定負債合計 5,906,993 5,066,024 

負債合計 20,852,788 15,665,327 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,544,409 2,544,409 

資本剰余金 3,998,158 3,998,161 

利益剰余金 2,618,678 2,972,760 

自己株式 △188,166 △188,158 

株主資本合計 8,973,079 9,327,173 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,371 15,105 

繰延ヘッジ損益 △34 △21 

評価・換算差額等合計 △47,405 15,083 

純資産合計 8,925,674 9,342,256 

負債純資産合計 29,778,462 25,007,583 
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 9,464,578 

売上原価 6,050,864 

売上総利益 3,413,714 

販売費及び一般管理費 4,034,143 

営業損失（△） △620,428 

営業外収益  

受取利息 6,560 

受取賃貸料 96,518 

為替差益 1,104 

その他 20,861 

営業外収益合計 125,045 

営業外費用  

支払利息 32,604 

不動産賃貸費用 84,517 

その他 1,317 

営業外費用合計 118,439 

経常損失（△） △613,822 

特別損失  

固定資産除却損 199 

店舗閉鎖損失 11,409 

特別損失合計 11,608 

税引前四半期純損失（△） △625,431 

法人税、住民税及び事業税 10,403 

法人税等調整額 △353,664 

法人税等合計 △343,260 

四半期純損失（△） △282,170 
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △625,431 

減価償却費 112,239 

賞与引当金の増減額（△は減少） 157,799 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,182 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 350,000 

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △350,000 

受取利息及び受取配当金 △6,616 

支払利息 32,604 

固定資産除却損 199 

店舗閉鎖損失 11,409 

売上債権の増減額（△は増加） △426,527 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,092,256 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,941,312 

未払消費税等の増減額（△は減少） △205,492 

その他 186,064 

小計 90,487 

利息及び配当金の受取額 645 

利息の支払額 △43,993 

法人税等の支払額 △460,944 

営業活動によるキャッシュ・フロー △413,804 

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 △274,548 

敷金及び保証金の差入による支出 △296,196 

敷金及び保証金の回収による収入 158,480 

関係会社の整理に伴う貸付けによる支出 △400,000 

その他 △18,924 

投資活動によるキャッシュ・フロー △831,189 

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） 600,000 

長期借入れによる収入 1,900,000 

長期借入金の返済による支出 △860,000 

配当金の支払額 △71,911 

その他 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,568,077 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 323,083 

現金及び現金同等物の期首残高 2,750,138 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,073,221 
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