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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 8,511 △26.6 △459 ― △434 ― △274 ―

20年3月期第3四半期 11,603 △20.6 △451 ― △423 ― △680 ―

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 △16.83 ―

20年3月期第3四半期 △42.53 ―

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 6,109 705 11.6 43.26
20年3月期 7,071 △1,019 △14.4 △62.47

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  705百万円 20年3月期  △1,019百万円

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 ― ― 0.00 0.00 0.00
21年3月期 ― ― 0.00 ――― ―――

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 11,000 △27.0 △550 ― △500 ― △460 ― △28.19

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  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。  

(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、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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が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、不確定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。業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務 
  諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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「四半期財務諸表等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。  

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  16,841,074株 20年3月期  16,841,074株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  525,784株 20年3月期  523,442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  16,316,406株 20年3月期第3四半期  15,996,116株
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当第３四半期累計期間（４月～12月）における我が国の経済情勢は、米国に端を発した世界的な金融危
機の影響を受け、景気の悪化が実体経済にも影響を及ぼす展開となりました。小売業界におきましても、
雇用環境の急速な悪化などにより、消費マインドの低下が顕著となり、依然として厳しい経営環境が続い
ております。  
  
 このような状況のもと、当社は平成20年２月に策定した「中期経営計画」の方針である、 
 『東海エリアのエンタテインメントストアＮｏ.１企業を目指す！』 
 『構造改革の推進により、収益力を改善し、早期の黒字化を実現する！』 
に基づき、下記のとおり諸施策に取り組んでまいりました。 
 本社・本部コストの削減に向けて、当社ＭＤ（マーチャンダイジング）チームのＴＳＵＴＡＹＡのＭＤ
チームとの統合、営業部門と管理部門のフロア統合などを実施してまいりました。加えて、11月より、Ｔ
ＳＵＴＡＹＡグループと仕入れ・物流機能を統合し、物流効率の改善や事務負担の軽減などを進めてまい
ります。この他、当第３四半期より会計システムについてもＴＳＵＴＡＹＡグループとの統合を実施して
おります。 
 店舗収益の改善につきましては、営業部門を中心としたプロジェクトチームが、店舗運営改革や業務改
善による売上・利益の向上策の検討と実施を進めております。店舗展開につきましては、当社で初となる
コミックレンタルの導入を２店舗で実施し、それぞれ好調に推移しております。上記２店舗は、ＣＤ・Ｄ
ＶＤレンタルと複合での導入であり、当第３四半期末でレンタル導入店舗は10店舗となりました。なお、
当第３四半期末の店舗数は33店舗であります。 
 人事政策につきましては、期初より新人事制度の運用を開始し、検討を進めてまいりました確定拠出年
金制度には平成20年11月より移行いたしました。これで、計画しておりました制度面での改定はほぼ完了
し、今後はその運用を通じて、新人事制度の目的である個々の社員が高い目標・役割意識を持つ強い組織
への変革を進めてまいります。この他、人材交流やスキルアップを目的として、当第３四半期末において
32名がグループ各社に出向しております。 
 財務政策につきましては、第２四半期に、第三者割当による新株式（優先株式）を発行し、発行価額の
総額20億円の払込手続きを完了しております。この調達資金は、全額借入金の返済に充当し、債務超過が
解消され、自己資本が大幅に増強されております。加えて、閉店店舗の固定資産の売却などを積極的に推
進し、資産のスリム化に努めております。 
  
 売上高につきましては、85億11百万円となりました。第２四半期までは例年に比べ堅調に推移してまい
りましたが、当第３四半期、特に11月以降においては、景気の急速な悪化による影響を受け、低調に推移
しました。また、前年同期末に比べると店舗数が15店舗減少していることもあり、売上高は減少しており
ます。（ご参考：前年同期比26.1％減、既存店前年同期比5.2％減）（前年同四半期と当四半期は適用さ
れる会計基準が異なるため、前年同期比・既存店前年同期比は参考数値であります。以下、同じ。） 
 この内訳である、商品別の売上状況につきまして下記のとおりです。 
 ＡＶソフト（ＣＤ、ＤＶＤ等）販売の売上高は59億10百万円となりました。例年、第３四半期は、Ｃ
Ｄ・ＤＶＤの売れ筋タイトルの増加などにより市場環境が好転いたしますが、当期は発売タイトル数が少
なかったことに加え、経済環境悪化の影響が大きく、売上は低迷いたしました。（ご参考：前年同期比
27.7％減、既存店前年同期比7.1％減） 
 ゲームソフト販売も同じく低調に推移し、売上高は７億29百万円となりました。（ご参考：前年同期比
36.9％減、既存店前年同期比14.6％減）この対策として、第２四半期までに２店舗でゲームリサイクル
（中古販売・買取）の導入を実施しておりますが、当第４四半期にはさらに５店舗に導入し、当期中にゲ
ームリサイクルの導入店は７店舗となる予定であります。これとあわせて、商品仕入れや店頭展開におけ
る手法の見直しを実施し、売上の改善を図ってまいります。 
 書籍は、レンタルとの複合店舗を中心に堅調に推移し、売上高は８億31百万円となりました。（ご参
考：前年同期比24.9％減、既存店前年同期比3.8％増） 
 レンタルは、コミックレンタルの導入なども実施した結果、好調に推移し、売上高は５億92百万円とな
りました。（ご参考：前年同期比46.7％増、既存店前年同期比29.2％増） 
 この結果、売上総利益は21億91百万円、販売費及び一般管理費は26億50百万円となったため、営業損失
は４億59百万円、経常損失は４億34百万円、四半期純損失は、退職金制度の改定による特別損失の計上が
ありましたが、店舗閉鎖損失引当金の戻入額などの特別利益があったため、２億74百万円となりました。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
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 ■（ご参考）商品別売上状況（注１） 

 
（注）１．前第３四半期累計期間と当第３四半期累計期間は適用される会計基準が異なるため、本表における前年同

期の数値、増減額及び増減率は参考数値であります。 

 ２．「その他（注２）」は、ポイントの使用に係る売上高です。 

 ３．上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

  
  

当第３四半期累計期間における当社の財政状態は、総資産は不採算店の閉店による棚卸資産及び敷金保
証金の減少や、保有不動産の売却などにより、前期末比９億62百万円減少し、61億９百万円となりまし
た。 
 負債総額は、（株）ＴＳＵＴＡＹＡが引受先となる優先株式の発行による20億円の増資を第２四半期に
実施し、これを全額借入金の返済に充当したことなどにより、前期末比26億87百万円と大幅に減少し、54
億３百万円となりました。 
 純資産は、第２四半期に第三者割当による新株式（優先株式）の発行を実施したために前期末比17億25
百万円増加し、７億５百万円となりました。 
  
 なお、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・フローは、税引前四半期純損失であったことに加え、不採算店舗の閉店に
於ける店舗閉鎖損失引当金の取り崩しなどにより、２億19百万円の純支出となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、閉店店舗の有形固定資産（土地等）売却や、敷金及び保証金の
回収による収入などにより、５億14百万円の純収入となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、前述の増資による調達資金を全額長期借入金の返済に充当した
ほか、短期借入金の返済など有利子負債の圧縮に努めた結果、４億42百万円の純支出となりました。 
 この結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物は、４億98百万円となりました。（ご参考：前
年同期末比１億95百万円減少） 
  

当社は、平成20年２月に策定した「中期経営計画」に則り諸施策を推進しておりますが、世界的な実体
経済の低迷に伴う消費者の購買マインドの急速な悪化などに伴い、平成20年11月11日に公表いたしました
平成21年３月期通期予想値を修正しております。 
 詳細につきましては、本日（平成21年２月12日）公表いたしました「特別利益、特別損失の発生及び平
成21年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

前第３四半期 

累計期間

当第３四半期 

累計期間

前期 

累計期間

(自 平成19年4月１日 (自 平成20年4月１日 増 減 (自 平成19年4月1日

  至 平成19年12月31日)   至 平成20年12月31日)   至 平成20年3月31日)

金額（千円）
構成比 

（％）
金額（千円）

構成比 

（％）
金額（千円）

増減率 

（％）
金額（千円）

構成比 

（％）

ＣＤ 4,444,861 38.3 3,283,634 38.6 △ 1,161,226 △ 26.1 5,783,008 38.4

ＤＶＤ 3,460,322 29.8 2,431,865 28.5 △ 1,028,457 △ 29.7 4,437,390 29.4

その他 272,532 2.3 194,781 2.3 △ 77,751 △ 28.5 348,797 2.3

音楽映像ソフト計 8,177,717 70.4 5,910,281 69.4 △ 2,267,435 △ 27.7 10,569,196 70.1

ゲーム 1,155,594 10.0 729,418 8.6 △ 426,176 △ 36.9 1,477,535 9.8

書 籍 1,106,612 9.6 831,214 9.8 △ 275,398 △ 24.9 1,447,775 9.6

その他 430,304 3.7 299,564 3.5 △ 130,740 △ 30.4 576,296 3.8

物販計 10,870,229 93.7 7,770,478 91.3 △ 3,099,750 △ 28.5 14,070,803 93.3

レンタル計 404,069 3.5 592,831 7.0 188,761 46.7 651,435 4.3

  その他（注２） 329,535 2.8 148,332 1.7 △ 181,202 △ 55.0 354,830 2.4

合 計 11,603,834 100.0 8,511,643 100.0 △ 3,092,191 △ 26.6 15,077,069 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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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。 

該当事項はありません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 企業会計平成19年３月14
日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。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「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期
間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として
計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が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、期首に前事業年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息相当
額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期累計期間のリース資産が有形固定資産に
16,746千円計上され、営業損失は750千円減少しております。  

③「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を第１四半期会計期間から適用し、売価還元法による低価法から、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）に変更しております。当該変更が
損益に与える影響はありません。 

④当社の退職金制度は、従来、確定給付型の適格年金と退職一時金の制度でありましたが、平成20年11
月より適格年金を廃止し、確定拠出年金と退職一時金の制度に変更いたしました。これに伴い、退職
給付債務の重要性が低くなること及びここ数年で従業員数が著しく減少しており、今後も大幅に増加
することは見込まれないことから、当第３四半期会計期間より、退職給付債務の計算について、従来
の原則法から簡便法に変更しております。 
 この変更に伴い、従来の方法と比較して税引前四半期純損失は13百万円減少しております。 
 また、当第３四半期会計期間における退職金制度の変更を契機に、従業員数が減少したことを鑑み
て、当第３四半期会計期間より変更を行ったため、第２四半期累計期間は従来の方法によっておりま
す。 
 なお、第２四半期累計期間を簡便法で計算した場合と比較すると、営業損失、経常損失、税引前四
半期純損失は54百万円、それぞれ増加しております。 

  

  当社は、中期経営計画における主要施策である人事制度改革の一環として、平成20年11月１日付け
で、従来の適格年金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する
会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年１月31日）を適用しております。 
 この移行に伴い、特別損失117百万円を計上しております。 

  

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

（簡便な会計処理）

①固定資産の減価償却費の配賦方法

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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

（追加情報）退職給付引当金
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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 498,155 646,038

受取手形及び売掛金 190,585 203,468

商品 2,787,662 2,999,964

その他 278,124 241,143

流動資産合計 3,754,528 4,090,614

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 219,165 294,502

土地 109,337 385,307

リース資産（純額） 16,746 0

その他（純額） 210,913 223,029

有形固定資産合計 556,162 902,839

無形固定資産 50,913 50,554

投資その他の資産   

投資有価証券 1,990 2,031

敷金及び保証金 1,457,728 1,758,558

賃貸不動産（純額） 192,089 200,491

その他 96,106 66,587

投資その他の資産合計 1,747,915 2,027,669

固定資産合計 2,354,991 2,981,063

資産合計 6,109,519 7,071,678
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,006,668 762,610

短期借入金 3,100,000 3,500,000

リース債務 12,606 0

未払金 233,249 105,064

未払法人税等 18,380 38,711

賞与引当金 3,922 31,137

店舗閉鎖損失引当金 195,321 570,922

店舗転貸損失引当金 5,400 0

ポイント引当金 0 5,029

その他 118,528 270,034

流動負債合計 4,694,078 5,283,509

固定負債   

長期借入金 0 2,000,000

リース債務 10,907 0

長期未払金 372,336 0

退職給付引当金 162,767 621,457

役員退職慰労引当金 1,316 4,812

店舗転貸損失引当金 12,152 14,123

その他 150,202 167,107

固定負債合計 709,683 2,807,500

負債合計 5,403,761 8,091,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,747,500 747,500

資本剰余金 1,747,500 747,500

利益剰余金 △2,760,025 △2,485,360

自己株式 △29,174 △28,971

株主資本合計 705,799 △1,019,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41 0

評価・換算差額等合計 △41 0

純資産合計 705,758 △1,019,331

負債純資産合計 6,109,519 7,071,678
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(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 8,511,643

売上原価 6,320,594

売上総利益 2,191,049

販売費及び一般管理費 2,650,183

営業損失（△） △459,134

営業外収益  

受取賃貸料 131,037

受取手数料 53,524

雑収入 7,868

営業外収益合計 192,430

営業外費用  

賃貸収入原価 122,369

支払利息 33,476

株式交付費 8,232

雑損失 4,002

営業外費用合計 168,081

経常損失（△） △434,785

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 114,773

受取補償金 100,000

固定資産売却益 73,358

その他 3,749

特別利益合計 291,881

特別損失  

退職給付制度改定損 104,602

店舗転貸損失引当金繰入額 5,400

固定資産除却損 6,418

特別損失合計 116,420

税引前四半期純損失（△） △259,324

法人税、住民税及び事業税 15,340

法人税等合計 15,340

四半期純損失（△） △274,665
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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（△） △259,324

減価償却費 100,905

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △285,654

店舗転貸損失引当金の増減額（△は減少） 3,429

退職給付引当金の増減額（△は減少） △458,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,495

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,215

ポイント引当金の増減額（△は減少） △5,029

固定資産売却損益（△は益） △73,358

固定資産除却損 3,822

受取利息及び受取配当金 △572

支払利息 33,476

株式交付費 8,232

売上債権の増減額（△は増加） 3,184

たな卸資産の増減額（△は増加） 212,368

仕入債務の増減額（△は減少） 234,441

長期未払金の増減額（△は減少） 372,336

その他 △17,448

小計 △158,590

利息及び配当金の受取額 572

利息の支払額 △33,814

法人税等の支払額 △28,082

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,915

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 △67,455

有形固定資産の売却による収入 349,328

敷金及び保証金の差入による支出 △8,310

敷金及び保証金の回収による収入 242,640

無形固定資産の取得による支出 △4,030

事業譲渡による支出 △7,528

その他 9,549

投資活動によるキャッシュ・フロー 514,194

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 1,991,767

短期借入金の純増減額（△は減少） △400,000

長期借入金の返済による支出 △2,000,000

自己株式の取得による支出 △203

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △33,726

財務活動によるキャッシュ・フロー △442,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,882

現金及び現金同等物の期首残高 646,038

現金及び現金同等物の四半期末残高 498,155
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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。 

  

当社は、有利子負債の削減等、財務体質改善策を推進しておりますが、過去の大幅な損失の計上によ
り、第１四半期会計期間末まで株主資本が大幅に毀損し、債務超過の状態にありましたが、株式会社Ｔ
ＳＵＴＡＹＡが引受先となる優先株式の発行による20億円の増資を平成20年７月14日に実施した結果、
これを解消しております。しかしながら、平成19年３月期以降、継続的な営業損失及び営業キャッシ
ュ・フローのマイナスを計上しており、当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して
おります。 
 当社は、このような状況を改善するため、収益力強化のための営業施策を見直すと共に、親会社であ
る株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ（以下、ＴＳＵＴＡＹＡという）との商物流・情報システム・人材にいたる
様々なノウハウの連携強化、債務超過解消のための資本の増強、本社・本部部門のスリム化による固定
費の削減などの構造改革をこれまで以上に実施することが急務であると判断し、平成20年２月に中期経
営計画を策定いたしました。当期は、この「中期経営計画」に則り、「東海エリアのエンタテインメン
トストア Ｎｏ.１企業を目指す！」及び「構造改革の推進により収益力を改善し早期の黒字化を実現
する！」という２つの方針を掲げ、収益力の向上に努めてまいります。 
 この方針に基づく主要施策として、「本社・本部コストの削減」「店舗収益の改善」に取り組んでま
いります。 
 「本社・本部コストの削減」につきましては、親会社であるＴＳＵＴＡＹＡのインフラを最大限に活
用することで本社・本部コストを削減し、さらに当社の持つＡＶソフト販売事業のノウハウの最大化を
目指してまいります。 
 具体的には、ＡＶソフト販売のマーチャンダイジング部門をＴＳＵＴＡＹＡと統合し、当社のノウハ
ウをグループ内で共有化・活用する取組みに着手しております。これとあわせて、平成20年11月より、
これまで独自に行ってきたＡＶソフトの商物流を統合し、在庫効率の向上を図ると共に、商品仕入に係
わる業務の効率化・条件の改善、自社物流倉庫の廃止など、商物流にかかるトータルコストダウンを推
進いたします。加えて、会計システムについても、当第３四半期よりＴＳＵＴＡＹＡと統合し、重複し
た資産・コストの発生を抑制いたします。一連の連携・統合により、本社・本部部門の体制をスリム化
し、間接コストを削減してまいります。 
 「店舗収益の改善」につきましては、ＡＶソフト販売事業とレンタル事業を軸に、既存店舗の収益力
改善を目指してまいります。 
 ＡＶソフト販売事業につきましては、長年培ってきたノウハウによる、定番商品を中心とした品揃え
の拡充や、顧客層に応じた販促企画の実施など、専門性強化のための各種施策をＴＳＵＴＡＹＡとの統
合により強化を図るマーチャンダイジング部門を中心に、さらに強力に推進してまいります。 
 レンタル事業につきましては、これまで導入を行った店舗では、オペレーションの改善による売上と
売上総利益率の向上を目指します。また、既存店舗への導入もさらに推進いたします。 
 この他、既存アイテムの底上げによる収益改善も並行して実施すると共に、コミックレンタル・ゲー
ムリサイクル（中古販売・買取）など新たな収益化アイテムの導入も行い、店舗のエンタテインメント
性を高め、お客様満足度の向上を図ると共に、利益率の高い店舗の構築を推進してまいります。 
 店舗展開につきましては、静岡県を中心とした東海エリアへの経営資源の集中と不採算店舗の撤退を
引き続き実施いたします。 
 上記の２施策に加え、「人事政策」と「財務政策」を推進しております。 
 「人事政策」につきましては、社員の取り組み意欲向上を目的として、評価制度及び報酬体系を中心
に見直しを行い、目標達成に向けた具体的な行動やその成果を重視する制度への移行を実施しておりま
す。また、平成20年11月より適格退職年金から確定拠出年金への移行を実施するとともに、出向による
相互の人材交流など、各種人事政策を積極的に推進しております。 
 「財務政策」につきましては、毀損した資本勘定を改善すべく、財務・資本政策の立て直しを図って
まいります。純資産については、平成20年２月14日に公表いたしました「第三者割当による新株式（優
先株式）発行に関するお知らせ」に記載のとおり、ＴＳＵＴＡＹＡが引受先となる優先株式の発行によ
る20億円の増資を平成20年７月14日に実施し、全額同社からの借入金返済に充当した結果、債務超過が
解消され、自己資本を大幅に増強しております。この他、商品在庫高の圧縮や支払い条件の改善などに
より借入金の削減を行い、金利費用の大幅削減・財務体質の改善も推進いたします。 
 以上により、継続企業の前提に関する重要な疑義は存在するものの、上記計画の実行は着実に進んで
おり、従って、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響
を四半期財務諸表には反映しておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）
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当社は、平成20年７月14日付で、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡより第三者割当増資の払込を受けました。
この結果、第２四半期会計期間において資本金が1,000百万円、資本準備金が1,000百万円増加し、資本
金が1,747百万円、資本準備金が1,747百万円となっております。 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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）
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前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考資料」

（要約）前四半期損益計算書

科  目

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

金額（千円）
売上比 

（％）

Ⅰ 売上高 11,603,834 100.0

Ⅱ 売上原価 8,697,948 75.0

   売上総利益 2,905,886 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,357,072 28.9

   営業損失 451,186 △ 3.9

Ⅳ 営業外収益 160,485 1.4

Ⅴ 営業外費用 132,611 1.1

   経常損失 423,311 △ 3.6

Ⅵ 特別利益 32,657 0.2

Ⅶ 特別損失 270,883 2.3

   税引前四半期純損失 661,538 △ 5.7

   税金費用 18,694 0.2

   四半期純損失 680,232 △ 5.9
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