
平成21年4月期 第3四半期決算短信（非連結） 
平成21年3月16日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本テレホン株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 9425 URL http://www.n-tel.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高 山  守 男

問合せ先責任者 （役職名）
常務取締役管理統括本部長 兼 経
理財務部長

（氏名） 中 野  豊 TEL 06-6881-6611

四半期報告書提出予定日 平成21年3月17日

1.  平成21年4月期第3四半期の業績（平成20年5月1日～平成21年1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3四半期 5,736 △53.3 △183 ― △82 ― △142 ―
20年4月期第3四半期 12,277 15.6 △3 ― △6 ― △47 ―

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3四半期 △4,596.92 ―
20年4月期第3四半期 △1,548.33 ―

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3四半期 2,376 1,008 42.5 32,547.51
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3四半期  1,008百万円 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  無  

［（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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  31,000株 20年4月期第3四半期  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。  

1 ページ



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（平成20年５月１日から平成21年１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危機の影響を受け、株価の下落や急激な円高などにより、企業収益や雇

用情勢が悪化するなど景気の先行きは、急速に減速感を強める状況となりました。 

  当社の属する通信業界におきましては、当第３四半期末における携帯電話・ＰＨＳ等の移動体通信サービスへ

の累計加入契約件数は 110,643千件となり、第３四半期累計期間における純増数は3,053千件と前年同期比 △228

千件（△7.0％）の減少となりました。（注1） 

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

の設定が可能な「新料金プラン」等、販売方法の大幅な変更に伴う買換サイクルの長期化により、平成20年４月

から同年12月において、携帯電話およびＰＨＳを合わせ 28,033千台と前年同期に比べて △25.7％減少し、市場

は依然として低調に推移しております。 

  また、固定通信分野におきましては、一般の加入電話を中心とした従来からの音声通信利用から高速大容量の

データ通信利用を目的としたインターネットの普及に伴い、ＦＴＴＨ（注3）やＤＳＬ（注4）を始めとするブロ

ードバンド化が進展したことにより、市場は急速に成熟化しつつあります。 

  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、前第２四半期累計期間に引き続き既存店舗の収益力強化に向けた「リエンジニアリング」を継続してまいり

ました。 

 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ＤＳ

Ｌ利用者数は減少傾向にあり、固定通信分野での主力商品である「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。 

 また、その他の事業におきましては、新たな事業分野への取り組みとして、平成20年11月より中古携帯電話

「エコたん（注5）」の取扱いを開始し、当社の直営店舗である「イーブーム」ショップにおいて、中古携帯電話

の販売・買取りコーナーの増設や、中古携帯電話のクリーニングセンターの設置と合わせて店舗スタッフの教育

等、中古携帯電話「エコたん」の取扱い強化に向け注力してまいりました。 

これらの結果、当第３四半期累計期間における経営成績は、移動体通信関連事業および固定通信関連事業、並

びにその他事業に分類される中古携帯電話の販売を合わせ、売上高は 5,736百万円と前年同期の売上高12,277百

万円に比べ 6,540百万円、53.3％の減少となりました。 

営業利益につきましては、業績改善の見通しが立て難い首都圏の５店舗、関西圏の２店舗を閉店する等、コス

トの削減に努めてまいりましたが、主力移動体通信関連事業での売上高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 △183百万円（前年同期は △3百万円の営業損失）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

の営業支援金収入が 70百万円あったものの経常損失 △82百万円（前年同期は △6百万円の経常損失）となり、

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 △142百万円（前年同期は △47百万円の四半期純損失）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。 

（注5）「エコたん」とは、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、当社独自の商標であります。  
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（移動体通信関連事業） 

  当第３四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導入された

割賦販売に伴う端末機器の実質価格の上昇や、低廉な通信料金設定による顧客の囲い込みが急速に進展した結

果、モバイル・ナンバーポータビリティーを始めとする買換需要や高機能端末機器への機種変更需要の減少と、

各移動体通信事業者の顧客の囲い込みに伴う買換サイクルの長期化により、携帯電話等の端末機器の販売市場

は、非常に厳しい状況でありました。 

  これら販売方法の大幅な変更に伴う影響は、前第２四半期累計期間に引き続き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」において顕著であり、冬季ボーナス商戦やクリスマス

商戦に伴う売上高、販売数量等の増加はあったものの、業績改善の見通しが立て難い首都圏の５店舗、関西圏の

２店舗を閉店したことにより、売上高は5,491百万円（販売台数 81,813台）と前年同期における売上高 11,810百

万円（販売台数 195,561台）に比べ 6,319百万円（販売台数 113,748台）率にして 53.5％（販売台数 58.2％）

の減少となりました。 

  

（固定通信関連事業） 

  当第３四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」のセット販売は、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り、市場が急速に成熟化しつ

つあることから、自社のコールセンターを活用したＦＴＴＨサービスの獲得に注力してまいりました。 

  しかしながら、ＦＴＴＨサービスの獲得状況は、ＡＤＳＬサービスからの切り替えが一巡しつつあることや国

内景気の悪化にともなう消費マインドの低下と共に減少し、当第３四半期累計期間における売上高は33百万円

（契約数 1,996件）と前年同期における売上高 40百万円（契約数 2,464件）に比べ 6百万円（契約数 468件）率

にして 17.1％（契約数 19.0％）の減少となりました。 

  また、電話加入権は、ＡＤＳＬ付きセット販売が家電量販店を始めとする取次店およびインターネットによる

ＷＥＢ販売での販売数が減少したことにより、売上高は121百万円（販売回線数 8,662回線）と前年同期における

売上高 264百万円（販売回線数 20,485回線）に比べ 143百万円（販売回線数 11,823回線）率にして 54.1％（販

売回線数 57.7％）の減少となりました。 

  

（その他の事業） 

  当第３四半期累計期間におけるその他の事業におきましては、従来の新規需要や機種変更需要等に伴う端末機

器の販売に加え、新たな分野、新たな商材への取り組みとして、平成20年11月より中古携帯電話「エコたん」の

販売と買取りに注力してまいりました。 

  中古携帯電話「エコたん」は、首都圏および関西圏の情報通信ショップ「イーブーム」２２店舗において、中

古携帯電話の販売を始め、同機器の買取りコーナーの設置や、買取り時における査定方法についてスタッフへの

教育研修を行う等、これら専門知識を持った従業員の効率的な配置により、事業基盤の強化に取り組んでまいり

ました。 

  また、従来からの店舗の空きスペースを利用した「ワンコイン・フィットネス」や、携帯電話の販売時におけ

る各種の携帯コンテンツへの加入促進に引き続き注力した結果、当第３四半期累計期間における売上高は 90百万

円と前年同期における売上高 162百万円に比べ 71百万円、率にして44.2％の減少となりました。 
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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    

  第３四半期会計期間末の流動資産は前事業年度末に比べて433百万円減少し、1,394百万円となりました。こ

れは主に、売掛金が435百万円、商品が131百万円減少したものの、未収入金が90百万円、現金及び預金が54百

万円増加したことによるものであります。 

  固定資産は前事業年度末に比べて299百万円減少し、977百万円となりました。これは主に、差入保証金が

197百万円、建物が45百万円、器具備品が32百万円減少したことによるものであります。 

  流動負債は前事業年度末に比べて552百万円減少し、798百万円となりました。これは主に、買掛金が335百

万円、短期借入金が70百万円、未払消費税が41百万円、短期解約返戻引当金が36百万円減少したことによるも

のであります。 

  固定負債は前事業年度末に比べて39百万円減少し、569百万円となりました。これは主に、長期借入金が41

百万円、社債が10百万円減少したものの、退職給付引当金が11百万円増加したことによるものであります。 

  純資産は前事業年度末に比べて142百万円減少し、1,008百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

142百万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３四半期会計期間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54百

万円増加し、152百万円（前事業年度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３四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３四半期累計期間の営業活動の結果、獲得した資金は116百万円となりました。これは主として、税金

等調整前当期純損失137百万円、仕入債務の減少335百万円及び短期解約返戻引当金の減少36百万円を、売上債

権の減少435百万円及び棚卸資産の減少133百万円によるキャッシュ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３四半期累計期間の投資活動の結果、獲得した資金は81百万円となりました。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130百万円あったことによ

るものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間の財務活動の結果、使用した資金は143百万円となりました。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63百万円あったことによるものです。 
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  通期の業績予想につきましては、移動体通信関連事業における携帯電話の販売が、携帯電話端末機器の割賦販

売の増加と基本料金の低価格化による事業者間での顧客の囲い込みが急激に進展した結果、モバイル・ナンバー

ポータビリティーを始めとする買換需要や高機能端末機器への機種変更需要の減少と、各移動体通信事業者の顧

客の囲い込みに伴う買換サイクルの長期化により、当第３四半期累計期間の売上高、営業利益、経常利益、四半

期純利益共に前年同期を下回っておりますが、これらの事象は通期の業績予想に織り込み済みであり、現時点に

おきましては、平成20年12月15日付け「平成21年４月期 第２四半期決算短信（非連結）」にて公表しました業績

予想に変更はありません。 

  なお、今後において業績予想に関して修正の必要が生じた場合は、速やかに公表を行う所存であります。   

  

  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。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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３四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３四半期会計期間末 
(平成21年１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 344,614 290,410

売掛金 613,224 1,048,774

商品 271,195 403,159

貯蔵品 1,158 2,762

前払費用 45,457 56,542

未収入金 117,438 27,142

その他 1,841 285

貸倒引当金 △70 △430

流動資産合計 1,394,860 1,828,646

固定資産   

有形固定資産   

建物 265,764 311,278

減価償却累計額 △105,838 △105,705

建物（純額） 159,926 205,573

工具、器具及び備品 277,708 303,844

減価償却累計額 △202,897 △196,618

工具、器具及び備品（純額） 74,811 107,226

有形固定資産合計 234,737 312,799

無形固定資産   

商標権 752 840

ソフトウエア 21,411 31,532

のれん 4,087 5,100

電話加入権 18,863 18,794

その他 － 69

無形固定資産合計 45,115 56,336

投資その他の資産   

出資金 400 415

破産更生債権等 2,471 1,470

長期前払費用 17,897 29,794

差入保証金 702,803 900,615

保険積立金 240 239

貸倒引当金 △25,841 △24,840

投資その他の資産合計 697,971 907,695

固定資産合計 977,824 1,276,831

繰延資産   

社債発行費 4,155 5,830

資産合計 2,376,840 3,111,308
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１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 447,956 783,330

短期借入金 － 70,000

1年内返済予定の長期借入金 58,345 80,561

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 42,685 47,561

未払費用 39,793 66,210

未払法人税等 5,649 6,895

未払消費税等 － 41,809

前受金 3 －

預り金 65,449 57,321

賞与引当金 13,599 35,325

短期解約返戻引当金 5,095 41,702

その他 8 －

流動負債合計 798,585 1,350,717

固定負債   

社債 470,000 480,000

長期借入金 16,690 58,373

退職給付引当金 13,027 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 569,281 609,113

負債合計 1,367,867 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 149,772 292,277

株主資本合計 1,008,972 1,151,477

純資産合計 1,008,972 1,151,477

負債純資産合計 2,376,840 3,111,308
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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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 5,736,620

売上原価 4,414,029

売上総利益 1,322,591

販売費及び一般管理費 1,505,647

営業損失（△） △183,055

営業外収益  

受取利息 780

営業支援金収入 110,911

その他 3,871

営業外収益合計 115,562

営業外費用  

支払利息 1,743

社債利息 6,253

社債発行費償却 1,675

支払保証料 3,247

その他 1,979

営業外費用合計 14,899

経常損失（△） △82,392

特別利益  

原状回復費等戻入益 2,393

貸倒引当金戻入額 360

特別利益合計 2,753

特別損失  

固定資産売却損 1,804

固定資産除却損 9,475

減損損失 28,224

賃貸借契約解約損 18,423

特別損失合計 57,928

税引前四半期純損失（△） △137,567

法人税、住民税及び事業税 4,937

法人税等合計 4,937

四半期純損失（△） △142,504
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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５月１日 
 至 平成21年１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（△） △137,567

減価償却費 71,395

減損損失 28,224

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,725

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） △36,607

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） 641

受取利息及び受取配当金 △780

支払利息及び社債利息 7,997

固定資産除却損 9,475

固定資産売却損益（△は益） 1,804

賃貸借契約解約損 18,423

売上債権の増減額（△は増加） 435,549

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,568

仕入債務の増減額（△は減少） △335,374

その他 △58,178

小計 128,700

利息及び配当金の受取額 606

利息の支払額 △5,729

法人税等の支払額 △6,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,756

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 △16,976

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 △26,678

差入保証金の回収による収入 130,569

その他 △5,512

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,351

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 △63,899

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,136

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 152,585

日本テレホン株式会社（9425） 平成21年４月期 第３四半期決算短信（非連結）

9 ページ



 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。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期累計期間 

（自 平成20年５月１日 

至 平成21年１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

者により順次導入された割賦販売に伴う端末機器の実質価格の上昇や、低

廉な通信料金設定による顧客の囲い込みが急速に進展した結果、モバイ

ル・ナンバーポータビリティーを始めとする買換需要や高機能端末機器へ

の機種変更需要の減少と、各移動体通信事業者の顧客の囲い込みに伴う買

換サイクルの長期化により、当第３四半期累計期間における売上高

は 5,736,620千円と前年同期に比べ大幅な減少となると共に、営業損

失 183,055千円、経常損失82,392千円を計上し、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、142,504千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15,586,966千円、営業損失 19,552千

円、経常損失 16,751千円、当期純損失 188,607千円でしたが、当事業年度

においても当第３四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

うと共に、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

クルを行います。   

当社では、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、この方針に基づき平

成20年11月より中古携帯電話「エコたん」として、販売と買取り業務に本

格的に進出すべく、首都圏と関西圏における情報通信ショップ「イーブー

ム」22店舗において、これら商品の取り扱いを開始いたしました。   

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、引き続き営業利益

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３四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 178,354千

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。  

当四半期会計期間および四半期累計期間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四半期財務諸

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 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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５月１日～平成20年１月31日） 

  

科目 

 前年同四半期 
（平成20年４月期 

第３四半期) 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高         12,277

Ⅱ 売上原価           10,263

売上総利益       2,013

Ⅲ 販売費及び一般管理費       2,017

営業損失（△）       △3

Ⅳ 営業外収益       20

Ⅴ 営業外費用       23

経常損失（△）       △6

Ⅵ 特別利益       3

Ⅶ 特別損失       32

税引前四半期純損失（△）       △35

法人税、住民税及び事業税       7      

法人税等調整額       5  12

四半期純損失（△）        △47
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年５月１日～平成20年１月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純損失（△）      △35

減価償却費  96

減損損失  23

賞与引当金の減少額  △17

短期解約返戻引当金の減少額  △2

ポイント引当金の減少額  △0

退職給付引当金の減少額  △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  13

固定資産除却損  7

賃貸契約解約損  1

売上債権の減少額  586

たな卸資産の減少額  237

仕入債務の増加（△減少）額  △524

その他  △19

小計  362

利息及び配当金の受取額  0

利息の支払額  △10

法人税等の支払額  △20

営業活動によるキャッシュ・フロー  332

Ⅱ 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  △191

定期預金の払戻による収入  191

固定資産の取得による支出  △121

差入保証金の差入による支出  △61

差入保証金の返還による収入  11

その他  △10

投資活動によるキャッシュ・フロー  △182

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   △290

長期借入金による収入  100

長期借入金の返済による支出  △66

社債の発行による収入  393

社債の償還による支出  △300

配当金の支払額   △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △163

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △13

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期末残高  82
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