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（百万円未満切捨て）

１．平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年３月１日　～　平成20年11月30日）

　前事業年度は事業年度末日を変更し５ヶ月の変則決算(平成19年10月１日～平成20年2月29日)となっております。し

たがいまして、前第３四半期会計期間は存在しないため、前第３四半期会計期間との比較増減は記載しておりません。

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 14,821 － △179 － △235 － △941 －

20年２月期第３四半期 － － － － － － － －

20年２月期 16,664 － 267 － 232 － 382 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年２月期第３四半期 △18 56 － －

20年２月期第３四半期 － － － －

20年２月期 13 64 － －

(2）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２月期第３四半期 3,819 674 16.9 13 31

20年２月期第３四半期 － － － － －

20年２月期 5,805 1,598 27.5 31 53

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

21年２月期第３四半期 － －

20年２月期第３四半期 － －
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３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）

業績予想につきましては、現時点において平成20年10月15日発表の業績予想に変更はありません。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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。
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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３四半期におけるわが国経済は、昨年後半からの米国サブプライムローン問題に端を発する金融不安が急速に

企業収益の減少を招き、その結果企業の設備投資が減速し、個人消費も低迷するなど、先行きへの不透明感が強い状

況で推移しました。

　このような状況のもと、当社の第３四半期の業績につきましては、当社の親会社であるジェイオーグループホール

ディングス株式会社（以下、JOGHD）グループの中核企業であり、かつ当社の兄弟会社（JOGHDの子会社）であるジェ

イオー建設株式会社が、平成20年６月２日に大阪地方裁判所へ民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、JOGHD

グループ全体の社会的信用の低下を招くこととなり、その結果、当社とメーカーとの取引がこれまでどおりに行えな

いなどの影響があり、JOGHDとの株式交換契約の合意解除や他の事業会社との資本提携等も視野に入れた事業展開を図

ることで、当社主力事業のＴＶゲーム関連において与信を早急に回復し、商品供給体制を安定させることに懸命に努

めてまいりました。

　その結果、当第３四半期の売上高は14,821百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、徹底した

コスト削減効果の持続により1,700百万円となり、営業損失は179百万円となりました。

　また、ジェイオー建設株式会社の民事再生に伴い、当第３四半期において、同社に対する貸付債権６億15百万円に

ついて、貸倒損失繰入額として特別損失に計上したことから、当第３四半期における純損失は941百万円と大幅な損失

計上となりました。

　なお、前事業年度は事業年度末日を変更し５ヶ月の変則決算(平成19年10月１日～平成20年2月29日)となっておりま

す。したがいまして、前第３四半期会計期間は存在しないため、前第３四半期会計期間との比較増減は記載しており

ません。

事業部門別の業績は以下のとおりです。

○ＴＶゲーム関連事業 

　ハード市場におきましては、10月にプレイステーションポータブル（以下、ＰＳＰ）の新機種ＰＳＰ-3000が、11月

にニンテンドーＤＳの最新モデル「ニンテンドーＤＳｉ」が発売され、順調な売れ行きで推移したものの、ハード市

場全体で見ると前年比でおおむね75％程度の伸びとなっております。

　一方、ソフト市場におきましては、ニンテンドーＤＳ用ソフトの「ポケットモンスター　プラチナ」「リズム天国

ゴールド」が順調な販売を続けておりますが、追随するソフトの勢いが乏しく、ソフト市場全体の伸びは前年比でお

おむね85％程度となっております。

　この結果、当第３四半期の売上高は10,852百万円となりました。また、店舗展開につきましては、不採算店舗の閉

鎖、ＴＶゲーム以外の商材の取扱いも行っている複合店舗の売却を実施し、平成20年11月末現在で合計563店舗となり

ました。

「ＴＶゲーム店舗数の推移」 

 
平成19年

９月末

平成19年

12月末 

 平成20年

２月末

平成20年

５月末　

平成20年

８月末　

平成20年

11月末　

直営店 59 61 61 52 49 26

（うちダイエー内店舗） （24） （26） （26） （26） （26） （26）

ＦＣ店 363 360 346 337 316 266

（うちダイエー内店舗） （ 2） （ 2） （ 2） （ 2） （ 2） （ 2）

準ＦＣ店 269 267 　269 256 257 271

合　　計 691 688 674 645 622 563

　(注)前事業年度より決算期を変更しており、店舗数の推移については新たな決算期を基準に記載しております。

○ＡＶ（オーディオ・ビジュアル）関連・書籍関連事業

　ＡＶ関連・書籍事業につきましては、当社の事業計画に基づきＴＶゲーム関連事業に経営資源を集中させるため、

複合店舗の売却を行っております。

　その結果、売上高は68百万円となりました。

㈱ＮＥＳＴＡＧＥ（7633）平成 21 年２月期第３四半期財務・業績の概況（非連結)

－ 3 －



○その他の事業

　前事業年度より開始いたしました携帯電話販売代理店事業につきましては、当初、直営店舗にて試験的に展開して

おりましたが、当事業年度よりＦＣ加盟店においても同事業の展開を開始したことから、売上高は163百万円となりま

した。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における財政状態は、前事業年度末と比較して、資産の部では流動資産が11億98百万円減少して26億

73百万円となりました。主な要因は、売掛金の５億86百万円減少、直営店舗の売却等に伴う商品の６億84百万円減少等

によるものであります。

　また、固定資産は７億86百万円減少し11億45百万円となりました。この結果、総資産は19億86百万円減少し38億19百

万円となりました。

　負債の部では、流動負債が８億18百万円減少して26億56百万円となりました。主な要因は、買掛金の３億66百万円減

少、社債の買入・消却に伴う一年以内償却予定の社債の４億70百万円減少によるものであります。また、固定負債は、

２億44百万円減少して４億88百万円となりました。

　　この結果、負債の部は10億63百万円減少し31億44百万円となりました。

　また、純資産は四半期純損失を計上したことから前事業年度末と比較して９億23百万円減少し６億74百万円となりま

した。

３．業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、現時点において平成20年10月15日発表の業績予想に変更はありません。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準及びその他一部については、簡便的な方法を採用しております。
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５．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

前事業年度は事業年度末日を変更し５ヶ月の変則決算(平成19年10月１日～平成20年2月29日)となっております。

したがいまして、前第３四半期会計期間は存在しないため、前第３四半期会計期間との比較増減は記載しており

ません。

科目

当四半期末
（平成21年２月期
第３四半期末）

（参考）前期末
（平成20年２月期末）

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ　流動資産   

現金及び預金 257,215 493,500

受取手形及び売掛
金 

674,463 1,260,733

たな卸資産 773,839 1,458,741

前渡金　 319,316 54,183

短期貸付金　 315,500 ―

その他 333,607 605,671

流動資産合計 2,673,943 3,872,830

Ⅱ　固定資産   

有形固定資産 222,708 270,839

無形固定資産 234,726 333,437

投資その他の資
産 

688,180 1,327,798

固定資産合計 1,145,616 1,932,075

Ⅲ　繰延資産 ― 908

資産合計 3,819,559 5,805,814
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科目

当四半期末
（平成21年２月期
第３四半期末）

（参考）前期末
（平成20年２月期末）

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

買掛金 588,969 955,494

短期借入金 1,480,000 1,493,808

一年以内返済予定
の長期借入金 

84,700 201,800

一年以内償還予定
の社債 

― 470,000

その他 502,897 354,256

流動負債合計 2,656,567 3,475,358

Ⅱ　固定負債   

社債 ― 20,000

長期借入金 2,500 43,000

その他 485,650 669,405

固定負債合計 488,150 732,405

負債合計 3,144,717 4,207,764

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本   

資本金 1,783,024 1,783,024

資本剰余金 1,022,147 1,022,147

利益剰余金 △2,144,950 △1,203,302

自己株式 △4,471 △4,441

株主資本合計 655,749 1,597,427

Ⅱ　評価・換算差額等   

その他有価証券評
価差額金 

△9,714 622

評価・換算差額等
合計

△9,714 622

Ⅲ　新株予約権 28,806 ―

純資産合計 674,841 1,598,050

負債、純資産合計 3,819,559 5,805,814
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(2）（要約）四半期損益計算書

前事業年度は事業年度末日を変更し５ヶ月の変則決算(平成19年10月１日～平成20年2月29日)となっております。

したがいまして、前第３四半期会計期間は存在しないため、前第３四半期会計期間との比較増減は記載しており

ません。

科目

当四半期
（平成21年２月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年２月期）

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 14,821,986 16,664,091

Ⅱ　売上原価 13,301,673 15,094,803

売上総利益 1,520,312 1,569,287

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

1,700,266 1,301,419

営業利益又は営業
損失(△)

△179,954 267,867

Ⅳ　営業外収益 23,997 19,602

Ⅴ　営業外費用 79,293 54,934

経常利益又は経常
損失(△)

△235,250 232,535

Ⅵ　特別利益 1,941 141,497

Ⅶ　特別損失 694,023 57,733

税引前四半期(当
期)純利益又は税引
前四半期純損失
(△)

△927,332 316,299

税金費用 14,315 △66,304

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失
(△)

△941,648 382,604

㈱ＮＥＳＴＡＧＥ（7633）平成 21 年２月期第３四半期財務・業績の概況（非連結)

－ 7 －


