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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 7,835 ― 15 ― △7 ― △40 ―
20年3月期第3四半期 8,437 △6.7 173 175.4 145 148.6 65 ―

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3四半期 △4.89 ―
20年3月期第3四半期 7.90 ―

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3四半期 7,371 2,413 32.7 292.75
20年3月期 7,551 2,575 34.1 312.23

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,413百万円 20年3月期  2,575百万円

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  有   

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 10,400 △6.9 20 △89.3 △20 ― △60 ― △7.28

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、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) 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、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) 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  8,272,500株 20年3月期  8,272,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  27,441株 20年3月期  24,708株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  8,246,753株 20年3月期第3四半期  8,249,582株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成20年11月13日に公表いたしました通期業績予想は、本資料において修正しております。業績予想の修正内容は本日別途開示する、「業績予想の修正及び配当
予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、２ページ【定性的情報・財 
務諸表等】をご覧下さい。 
３．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。  



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３四半期累計期間における我が国の経済は、米国におけるサブプライムローン問題を背景とした欧米の金融不

安の表面化により、金融市場の混乱が続き、企業収益の悪化や個人消費の低迷など景気の減速傾向が明瞭となり、先

行きの懸念が一層高まる状況で推移いたしました。 

  当社を取り巻く状況は、個人所得の伸び悩みや景気の先行きへの不透明感から個人消費は引き続き勢いを欠き、経

営環境は日ごとに厳しさを増しております。 

 このような状況下で当社は既存店舗の売上回復に努めて、ＡＶソフトは定番商品や旧譜ＣＤを中心に店頭での新た

な商品訴求に注力し、楽器は店内イベントなどの積極的な開催による集客力アップ、販売職の専門知識や接客技術の

教育訓練などにより販売力の強化に努めてまいりました。11月には、滋賀県草津市の商業施設のリニューアルを契機

に、当社店舗についても新たに楽器・音楽教室・ＡＶソフトの総合ミュージックショップとして大幅増床し、滋賀県

エリアの核店舗としてリニューアルオープンいたしました。教室はカルチャーセンターを愛知県、愛媛県、埼玉県、

滋賀県、奈良県など９ヶ所のショッピングセンター内に新設し、49店の開設となりました。 

 部門別の売上高の状況は、ＡＶソフトは話題作品の不足や音楽配信の影響など厳しい状況が続く業界動向の中、前

事業年度に３店舗の閉鎖を行ったことも影響し、24億47百万円（前年同期比21.8％減）となりました。楽器は管楽器

や弦楽器は前年並みに推移しましたが、ピアノ、電子オルガンの販売台数が減少し23億93百万円（同3.0％減）とな

りました。教室はカルチャーセンターの新店効果により会員数が増加して29億７百万円（同6.0％増）となりまし

た。この結果、当第３四半期累計期間の売上高は78億35百万円（同7.1％減）となりました。 

 利益面におきましては、粗利益率は上昇しましたが売上高の減収による影響を補えず、また、カルチャーセンター

新店や店舗リニューアルの諸経費が増加して営業利益は15百万円（同90.8％減）となり、経常損失は７百万円（前年

同期は経常利益１億45百万円）、四半期純損失は40百万円（前年同期は四半期純利益65百万円）となりました。 

（注）文中の前年同四半期の金額及び前年同四半期増減率は、四半期会計基準等の適用前の金額及び同金額との増減

率であり、参考として記載しているものです。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

 当第３四半期末の総資産は73億71百万円となり、前事業年度末に比べ１億79百万円減少いたしました。流動資産は

34億80百万円となり、２億５百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が３億22百万円、受取手形及び売

掛金が63百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定資産は38億91百万円となり、26百万円増加いたし

ました。有形固定資産は20億76百万円となり、１億２百万円増加いたしました。無形固定資産は34百万円となり、投

資その他の資産は17億80百万円となり76百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券が１億35百万円減少し

たことによるものであります。 

 当第３四半期末の負債合計は49億58百万円となり、前事業年度末に比べ18百万円減少いたしました。流動負債は33

億32百万円となり、４億11百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が１億80百万円、１年内返済予定の長

期借入金が１億62百万円、支払手形及び買掛金が１億１百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負

債は16億25百万円となり、４億29百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が４億62百万円減少したことに

よるものであります。 

 当第３四半期末の純資産は24億13百万円となり、前事業年度末に比べ１億61百万円減少いたしました。主な要因

は、利益剰余金が81百万円、その他有価証券評価差額金が79百万円それぞれ減少したことによるものであります。こ

の結果、自己資本比率は、前事業年度末の34.1％から32.7％となりました。 

 （２）キャッシュ・フローの状況 

     当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ３億11百万円減 

  少し、９億82百万円となりました。 

    当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と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19百万円となりました。 

   これは主に、税引前四半期純損失が22百万円、その他の流動資産の増加額が１億79百万円となったものの、減価償

  却費が１億39百万円、売上債権の減少額が63百万円、仕入債務の増加額が31百万円、その他の流動負債の増加額が 

  51百万円、その他の固定負債の増加額が41百万円になったこと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１億70百万円となりました。 

   これは主に、定期預金の払戻による収入が84百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が１億72百万 

  円、定期預金の預入による支出が72百万円になったことによるものであります。 



 （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１億60百万円となりました。 

   これは主に、短期借入金の純増加額が１億80百万円、長期借入れによる収入が４億円あったものの、長期借入金の

  返済による支出が６億99百万円、配当金の支払額が41百万円になったことによるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月13日に当社「平

成21年３月期第２四半期決算短信（非連結）」にて発表いたしました平成21年３月期の業績予想を修正しておりま

す。修正内容は本日別途開示する、「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

（注）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。 

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 

 １．簡便な会計処理    

 (1) たな資産の評価方法 

   たな卸高の算出に関しては、当第２四半期末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法

  によっております。  

     (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、事業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) 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

              繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生 

         状況に著しい変化が認められた場合には、前事業年度末決算において使用した将来の業績予測やタック 

         ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを使用しております。 

     ２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

        税金費用の計算 

        税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

       用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

        なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

       通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、楽器（ピアノ、電子オルガンを除く）及びＡＶ

      ソフトは売価還元法による原価法、その他の商品は個別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、楽器（ピアノ、電子オルガンを除く）及びＡＶソフトは売価還元法による原価法（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）、その他の商品は個別法による原価法（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、これによる四半期財務諸表への影響は軽微であります。 



     ３．リース取引に関する会計基準の適用 

        所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

      っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

      審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

      基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改 

      正））が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることにな

      ったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

      よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

      ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

       これによる四半期財務諸表への影響はありません。 

       なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

      ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,180,469 1,503,358

受取手形及び売掛金 213,371 277,019

商品及び製品 1,380,595 1,379,302

その他 706,952 528,076

貸倒引当金 △890 △1,340

流動資産合計 3,480,499 3,686,415

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,175,496 1,103,919

土地 777,494 777,494

その他（純額） 123,057 92,572

有形固定資産合計 2,076,048 1,973,985

無形固定資産 34,743 34,520

投資その他の資産   

投資有価証券 423,781 559,577

保証金 892,316 884,033

その他 507,721 463,521

貸倒引当金 △43,150 △50,222

投資その他の資産合計 1,780,669 1,856,910

固定資産合計 3,891,460 3,865,416

資産合計 7,371,959 7,551,832

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 809,279 707,623

短期借入金 780,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,059,787 896,880

賞与引当金 29,000 63,000

その他 654,353 653,586

流動負債合計 3,332,419 2,921,089

固定負債   

長期借入金 1,218,552 1,680,910

退職給付引当金 140,346 141,447

役員退職慰労引当金 222,190 230,500

その他 44,679 2,700

固定負債合計 1,625,767 2,055,557

負債合計 4,958,187 4,976,646



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 957,000 957,000

資本剰余金 985,352 985,352

利益剰余金 378,998 460,589

自己株式 △4,474 △4,127

株主資本合計 2,316,876 2,398,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,896 176,371

評価・換算差額等合計 96,896 176,371

純資産合計 2,413,772 2,575,185

負債純資産合計 7,371,959 7,551,832



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,835,572

売上原価 4,954,867

売上総利益 2,880,704

販売費及び一般管理費 2,864,802

営業利益 15,901

営業外収益  

受取利息及び配当金 8,107

受取手数料 9,840

保険解約返戻金 3,013

その他 4,274

営業外収益合計 25,236

営業外費用  

支払利息 47,306

その他 976

営業外費用合計 48,282

経常損失（△） △7,145

特別利益  

固定資産売却益 2,370

貸倒引当金戻入額 1,711

その他 1

特別利益合計 4,082

特別損失  

固定資産除却損 11,759

貸倒引当金繰入額 2,500

賃貸借契約解約損 2,441

その他 2,356

特別損失合計 19,057

税引前四半期純損失（△） △22,120

法人税等 18,231

四半期純損失（△） △40,351



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △22,120

減価償却費 139,956

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,000

受取利息及び受取配当金 △8,107

支払利息 47,306

固定資産除却損 11,759

売上債権の増減額（△は増加） 63,647

差入保証金の増減額（△は増加） △10,782

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,293

仕入債務の増減額（△は減少） 31,904

その他の流動資産の増減額（△は増加） △179,462

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51,363

その他の固定負債の増減額（△は減少） 41,979

その他 △7,829

小計 124,322

利息及び配当金の受取額 7,866

利息の支払額 △41,571

法人税等の支払額 △70,666

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,950

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 △72,601

定期預金の払戻による収入 84,000

有形固定資産の取得による支出 △172,400

その他 △9,541

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,543

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） 180,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △699,451

配当金の支払額 △41,100

その他 △346

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △311,489

現金及び現金同等物の期首残高 1,293,752

現金及び現金同等物の四半期末残高 982,262



 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 

 該当事項はありません。 

（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。 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 前四半期キャッシュ・フロー計算書については、記載しておりません。 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 8,437,745 

Ⅱ 売上原価 5,448,751 

売上総利益 2,988,993 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,815,876 

営業利益 173,116 

Ⅳ 営業外収益 21,095 

Ⅴ 営業外費用 49,006 

経常利益 145,205 

Ⅵ 特別利益 19,911 

Ⅶ 特別損失 14,207 

税引前四半期純利益 150,909 

税金費用 85,741 

四半期純利益 65,168 



６．その他の情報 

 販売実績 

   当第３四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）における販売実績を事業部門別に示すと次のと

 おりであります。 

   （ＡＶソフト） ＣＤ、ＤＶＤ等の販売を行っております。 

   （楽 器）   ピアノ、管楽器、弦楽器、その他の楽器、楽譜等の販売を行っております。 

          また、楽器の調律、修理等を行っております。      

   （教 室）   音楽教室、カルチャー教室の事業を行っております。 

  （注）上記の前年同期増減率は、四半期会計基準等の適用前の金額との増減率であり、参考として記載して 

     いるものです。 

事業部門 金額（千円） 前年同期増減率（％） 

ＡＶソフト 2,447,351 △21.8 

楽器 2,393,591 △3.0 

教室 2,907,784 6.0 

その他 86,845 △8.4 

合計 7,835,572 △7.1 
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