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1. ２１年３月期の連結業績（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. ２２年３月期の連結業績予想（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日） 

 

 
  

平成２１年３月期 決算短信

上 場 会 社 名 株式会社 音通 上場取引所
大阪証券取引所 
（市場第二部）

コ ー ド 番 号 ７６４７ URL http://www.ontsu.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)岡村 邦彦
問合せ先責任者 (役職名)代表取締役副社長 (氏名)仲川 進 TEL (06)6368－9100

定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 22,844 △24.9 324 △30.7 209 △42.0 145 13.1

20年3月期 30,411 △0.8 468 4.6 361 1.2 128 22.0

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 ― 79 ― 79 4.3 1.6 1.4

20年3月期 ― 72 ― 71 3.9 2.4 1.5

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 4百万円 20年3月期 0百万円

(2) 連結財政状態

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3月期 12,276 3,593 28.3 18 82

20年3月期 14,349 3,305 22.7 18 27

(参考) 自己資本 21年3月期 3,479百万円 20年3月期 3,261百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 987 △432 △583 1,008

20年3月期 851 △628 △952 1,036

１株当たり配当金
配当金総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(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 百万円 ％ ％

20年3月期 － － － 23 － － － 23 － 46 82 63.9 2.5

21年3月期 － － － 23 － － － 23 － 46 83 58.2 2.5

22年3月期(予想) － － － 23 － － － 23 － 46 － 65.7 －

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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２四半期連結累計期間 10,821 △12.4 135 △5.6 79 △16.0 47 △66.7 － 25

通 期 21,573 △5.6 325 0.3 216 3.3 129 △11.0 － 70
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4. その他 

 
(注) 詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

〔(注) 詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、48ページ「１株当たり情報」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 
（将来に関する記述についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績の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
績予想のご利用にあたっての注意事項等にゆいては、3ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご覧ください。 

  

1. ２１年３月期の個別業績（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

  
  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

新規  ―社（社名 ―  ） 除外  ―社（社名 ― ）

(2) 連結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（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 21年3月期 185,649,845株 20年3月期 182,801,545株

② 期末自己株式数 21年3月期 761,903株 20年3月期 4,249,703株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 863 △0.7 △107 ― 165 19.4 330 80.9

20年3月期 869 49.7 △118 ― 138 ― 182 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

21年3月期 1 80 1 80

20年3月期 1 02 1 01

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 9,560 3,515 36.7 18 96

20年3月期 11,691 3,107 26.5 17 38

(参考) 自己資本 21年3月期 3,505百万円 20年3月期 3,102百万円
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・当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国の経済は、上期は、原油価額、原材料の高騰により、生活必需品の価格

が上昇しました。下期は、米国のサブプライムローン問題に端を発し、世界的な金融危機と急激な円高に

よって企業の業績が悪化し、雇用、所得などに影響を受け個人消費の冷え込みにより消費マインドが低下

した状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、消費者のニーズを追求し、低価格商品の開発や、

商品内容の充実、タイムリーに商品提供ができるよう、店舗の経営基盤の強化を進めてまいりましたが、

同業他社との競争激化、原材料価格の上昇、消費者の買え控え等で非常に厳しいものとなりました。 

 当社グループの営業の概況は次のとおりであります。 

  

①食料品・生活雑貨小売事業部門 

 当部門は、食料品・雑貨を中心とした総合１００円ショップ「ＦＬＥＴ’Ｓ」を中核事業とし、お

客様から高い評価を戴き、堅調に推移しております。総合１００円ショップ「ＦＬＥＴ’Ｓ」は、札幌

地区の６店舗「ＦＬＥＴ’Ｓ」を直営化し、 直営店舗３７店舗、ＦＣ店舗４店舗、「百圓領事館」が

２４店舗、ＦＣ店舗３、食料品スーパー「ＦＭＡＲＴ」が直営店１２店舗を運営しております。 

 新規店舗は、「百圓領事館」の今福店（大阪市）、城東古市店（大阪市）、伊丹中央店（伊丹市）の

３店舗をオープン致しました。  

 売上高は１７３億３千２百万円（前年同期比１１．３％減）、営業利益１億６千４百万円（前年同期

比２４．２％減）となりました。  

  

②カラオケ関係事業部門 

 当部門におきましては、ロケーション統合があったもののナイト市場における機器リースの売上は

厳しい状況で推移しました。一方、機器及び関連機器等の販売ではBOX向けのDM作戦や液晶TVの販売や

レンタルという新しい試みを行った結果、売上高３１億８千７百万円（前年同期比４．７％減）、営業

利益２億８千９百万円（前年同期比１６．３％減）となりました。  

  

 ③オーディオ・ビジュアル商品販売部門  

 当部門におきましては、平成20年７月５日付けで株式会社ハブ・ア・グッドの株式を100％譲渡

し、当第２四半期連結会計期間よりＡＶ部門から撤退いたしました。 

 尚、売上高は、第１四半期連結会計期間の１５億１千４百万円で、営業利益は、６百万円となっ

ております。 

  

④スポーツ事業部門 

 当部門におきましては、当第２四半期連結会計期間より株式会社ハブ・ア・グッドより新設分割

を行い、現在スポーツクラブ３店舗、ホットヨガ１店舗を運営しております。売上高は、４億３千

７百万円（前年同期比３８．９％増）となり、新規出店投資費用の増加で、営業損失は、５千１百

万円（前年同期比４５．２％増）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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⑤その他の事業部門 

 当部門におきましては、賃貸店舗や住居の家賃収入、コインパーキング１２ヶ所の売上により、

売上高は、８億６千３百万円（前年同期比０．３％減）となり、営業利益は、１億６百万円（前年

同期比６．４％減）となりました。 

  

以上の結果、当連結会計期間の連結売上高は２２８億４千４百万円（前年同期比２４．９％減）、

連結営業利益は３億２千４百万円（前年同期比３０．７％減）、連結経常利益は２億９百万円（前年

同期比４２．０％減）、連結当期純利益１億４千５百万円（前年同期比１３．１％増）となりまし

た。 

  
事業セグメント別売上高

区分（部門）
前連結会計年度 当連結会計年度 前年度比較増減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

食料品・生活雑貨 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

小売事業 19,533 63.3 17,332 75.5 △2,200   △11.3

カラオケ関係事業 3,343 10.8 3,187 13.9 △156 △4.7

オーディオ・ヴィジュアル
6,820 22.1 1,514 6.6 △5,306 △77.8

商品販売事業

スポーツ事業 314 1.0 437 1.9 122 38.9

その他事業 866 2.8 863 2.0 △2 △0.3

合計 30,879 100 23,335 100 △7,543 △24.4
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・次期の見通し 

食の偽装問題、原油・原価価格の高騰、世界的金融不安の拡大等、逆風が強い１年でありました。また、低迷す

る消費の底上げ策を懸命に実施しましたが、原油・原料価格高騰の中での低価格戦略はまさに厳しい消耗戦となり

ました。当社グループは、引き続き合理化、高効率化の徹底による、さらなる経営基盤の充実が必要と考えており

ます。 

  

 食料品・生活雑貨小売業におきましては、「FLET'S」、「百圓領事館」、「F MART」ならびにマクロス㈱の商品

調達部門の各部門の強みを 大限に発揮するため、組織体制の抜本的な見直しを通して、更なる経営合理化に取組

みます。 

  

 ㈱音通エフ・リテール：100円ショップ「FLET'S」の既存店リニューアル計画を推進し収益力ならびにブランドイ

メージの向上を目指してまいります。また、仕入業務の共通化により、更なる原価率の引下げを推進してまいりま

す。また、食品スーパー「FMART」におきましては、１店舗当たりの収益改善を主眼として、運営組織も改革し「食

の安全・安心」と一部低価格戦略も取組み、地域の顧客に更に便利性を提供できる価値追及型店舗の構築に取組ん

でまいります。 

  

 ㈱エスティビー：インショップ形態の「百圓領事館」６店舗の出店をすすめ、収益向上を目指してまいります。

また、100円均一にこだわり、100円商材の深耕を進め、店舗ごとに柔軟な対応で地域に合致した品揃えに取組んで

まいります。 

  

 マクロス㈱：雑貨商品の企画、供給につきましては、企画力の向上、物流会社と連携した海外有力工場の開拓、

サプライチェーンマネジメントを展開し海外輸入品の量的拡大等を通じて、小ロットコンテナによる輸入システム

の確立と販売先と現地工場を一体にした海外での商品開発を実施してまいります。一方、販売面におきましては、

通信販売業者への卸売、インターネット販売、アジアを中心とした新規輸出販売に積極的に取り組み販路の拡大を

目指します。 上記の施策により、売上高１７７億１百万円を見込んでおります。 

  

 カラオケ関係事業におきましては、個人消費に翳りが見え、酒場市場では依然厳しい状況が続いておりますが、

一方で、カラオケボックスなどのデイ市場は、顧客ニーズに対して各種施策・リーズナブルな料金体系等を積極的

に取入れ集客は安定して推移しております。この様な中、各市場にあった戦略をバランスよく取入れ、スピード重

視の効率経営を目指してまいります。また、端末管理台数増強のためＭ＆Ａ戦略を積極的に展開し、収益拡大を目

指してまいります。 

  

 ㈱音通マルチメディア：関西地区と中部地区を中核営業エリアとし、新店情報の早期把握に努めるとともに提案

型営業をより一層強化することにより、お客様のニーズを幅広くカバーすることで収益拡大を目指してまいりま

す。 

  

 ㈱ビデオエイティー：関東地区を中核営業エリアとし、ビル管理業者及び不動産業者に対する営業を強化し、新

規市場の開拓、営業地域の見直しとロケ拡大のためＭ＆Ａを積極的に推進することで収益の拡大を目指してまいり

ます。 

 また、カラオケ関係事業部門に区分している、ゲーム、アミューズメント事業は当社グループ各社との連携を強

化し、店舗運営及びアミューズメントコーナーの管理強化を図り、収益の拡大を目指してまいります。 

  

 ㈱ジャムテック：ゲーム機器のバージョンアップと店舗オペレーションの向上により、集客力の回復を目指し、

ロケーションの管理についてはグループ会社との連携を強化して効率化を目指します。また、保有しているアミュ

ーズメント遊休機器の有効活用により低コスト化により収益の拡大を目指してまいります。 
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 ㈱音通アミューズメント：ロケーション管理の効率化の追求を目指してまいります。また、新規機種導入が中

心の設備投資は行わず、選択と集中による既存機種のバージョンアップを中心とした 小限の投資による売上の維

持とオペレーションの省力化による収益の拡大を目指しております。 

 上記の施策により、売上高３１億４百万円を見込んでおります。 

  

 スポーツ事業部門におきましては、引き続き経営基盤の強化のため、既存店舗の経営分析による事業のモデル化

と店舗オペレーションの強化に取組んでまいります。 

  

 ㈱ファイコム：新プログラムの開発、積極的なキャンペーンを展開し、着実に会員数を伸ばし、これまで以上に

フランチャイズ加盟店のメリットを生かすべく、本部や加盟他法人とのパイプを太くし、経営のノウハウの収集、

共有化、同エリア他店舗とのシナジーの創出を図ってまいります。 

上記の施策により、売上高 ４億７千１百万円を見込んでおります。 

  

 その他の事業部門におきましては、コインパーキング事業、100円ショップ「FLET'S」の敷地ならびに店舗内への

テナントの誘致を積極的に推進し、店舗の活性化と不動産の有効活用を積極的に進めてまいります。 

  

 ㈱音通：ＩＰ事業部は、グループ全体の資産及び店舗等の賃貸物件を一元的に管理し、各社の垣根にとらわれず

集まった情報を整理、検討する事で、顧客や店舗のニーズにあった遊休スペースの活用を積極的に展開し、企画、

提案を実施し、店舗の利益貢献に寄与してまいります。 

  

 上記の施策により、売上高８億３千５百万円を見込んでおります。 

 これらの施策の実施により平成２２年３月期における業績予想につきましては、売上高２１５億７千３百万円

（前期比５．６％減）、経常利益２億１千６百万円（前期比３．３％増）、当期利益１億２千９百万円（前期比１

１．０％減）を予想しております。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、３６億９千１百万円で前連結会計年度末に比べ、１４

億４千２百万円減少しております。現金及び預金の減少、１億１千万円、受取手形及び売掛金の減少、

１２億１千８百万円が主な要因です。  

  

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、８５億４千８百万円で前連結会計年度末に比べ、６億

６千７百万円減少しております。のれんの減少２億７千６百万円、差入保証金の減少、１億２千１百万

円、建設仮勘定の減少、１億２百万円、土地の減少、７千３百万円、建設協力金の減少、６千３百万

円、什器・備品の減少、５千７百万円が主な要因です。  

  

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、４９億７百万円で前連結会計年度末に比べ、２４億６

千２百万円減少しております。短期借入金の減少、１１億７千６百万円、支払手形及び買掛金の減少、

９億７千２百万円、一年以内返済予定長期借入金、２億９千３百万円の減少が主な要因です。  

  

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、３７億７千６百万円で前連結会計年度末に比べ、１億

１百万円増加しております。社債の増加１４億９千４百万円、長期割賦未払金、９千３百万円が増加

し、一方、長期借入金１４億２百万円の減少が主な要因です。  

  

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は、３５億９千３百万円で前連結会計年度末に比べ、２億８

千８百万円増加しております。資本金、資本準備金がそれぞれが３千３百万円の増加、自己株式の減

少、１億７千２百万円、少数株主持分の増加６千４百万円が主な要因です。  

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は１０億８百万円となり、期首

資金残高１０億３千６百万円に比べ２千７百万円減少（前年同期比２．７％減）いたしました。 

当連結会計期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

営業活動により、得られた資金は９億８千７百万円（前年同期と比べ１億３千６百万円増）となりま

した。  

収入の主な内訳は、税引前当期純利益２億２千３百万円、減価償却費４億７千１百万円に加え、減損損

失３億７千７百万円、のれん償却１億９千１百万円であり、支出の主な内訳は、利息の支払額１億２千

４百万円、法人税等の支払額１億４千万円等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） 

投資活動に使用した資金は４億３千２百万円（前年同期と比べ１億９千６百万円減）となりました。 

これは、主にカラオケ関係事業の新機種の取得及び総合100円ショップ「FLET'S」、「百圓領事館」の

店舗出店及び改装工事等に伴う有形固定資産の取得による支出３億８千４百万円、カラオケ事業の統合

等の差入保証金による支出３億８千９百万円、のれんの取得による支出２億４千１百万円、差入保証金

の回収による収入２億３千万円、建設協力金の回収８千２百万円、株式会社ハブ・ア・グッドの株式売

却による連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入１億２千４百万円、長期貸付金の回収による

収入１億１千６百万円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５億８千３百万円（前年同期と比べ３億６千９百万円減）となりま

した。  

これは主に長期借入金返済２６億８千６百万円、短期借入金返済２９億７千４百万円、社債の償還によ

る支出１億８千２百万円、短期借入れによる収入２１億１千８百万円、社債発行による収入１７億８千

１百万円、長期借入れによる収入１０億４千万円、第三者割当増資に伴う少数株主からの払込みによる

収入３億１千４百万円によるものであります。  

  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  （注1）平成17年3月期は、単体の財務数値より計算しております。 

  （注2）平成18年3月期以降につきましては、連結財務数値により算出しております。 

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 15.6％ 24.8％ 21.8％ 22.7％ 28.3％

時価ベースの自己資本比率 25.7％ 145.4％ 57.9％ 34.8％ 19.7％
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当社グループは株主各位への利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置付けております。 

こうした意識のもと、利益配分につきましては業績動向や経営環境を勘案し、長期安定的に、かつ業績に対応した

配当を実施してまいりたいと考えております。 

また、内部留保金は、強固な財務体質の確立と経営基盤の強化安定を図るべく充実に努めるとともに、その活用に

ついては長期的展望に立ち、業績の拡大とより強固な体力と収益力の高い企業となるよう、経営体質の改善に取組

んでまいります。 

  

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当連結会計年度において、当社の企業グループは、当社及び当社子会社８社で構成されており、食料品・生活雑

貨小売業、カラオケ関係事業、スポーツ事業を主たる事業としております。 

  

 （1）主要な関係会社の移動 

  （除外） 

①平成20年７月５日付でオーディオ・ビジュアル商品販売事業を行ってまいりました株式会社ハブ・ア・グッド

（連結子会社）の株式を１００％譲渡したため連結子会社に該当しなくなりました。 

（新規） 

②平成20年７月４日付で株式会社ハブ・ア・グッドの株式を譲渡するにあたり、スポーツ事業を分離し、新設分割

会社として株式会社ファイコムを設立し連結子会社といたしました。 

 （2）主要な事業内容 

 
  

事業の系統図は、次のとおりであります。 

2. 企業集団の状況

区分(事業部門) 事業内容

食料品、生活雑貨小売 
事業

・総合１００円ショップ「FLET’S」及び「百圓領事館」の経営及びフラン 
 チャイズチェーン店舗の運営 
・食品スーパー「FMART」の経営及びフランチャイズチェーン店舗の運営 
・１００円ショップ向け雑貨商品の企画・輸入・販売

カラオケ関係事業
・カラオケ機器及び関連商品の販売
・賃貸業務用ゲーム機器の販売及び賃貸 
・ゲームセンターの運営

スポーツ事業
・スポーツクラブ「JOYFIT」（FC）の経営
・ホットヨガスタジオ「LAVA」(FC)の経営

その他事業
・不動産・店舗設備の賃貸
・コインパーキング事業
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平成20年３月期決算短信（平成20年５月23日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ） 

   http://www.ontsu.co.jp 

 （大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

   http://www.ose.or.jp/listed/ind_ds.html 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2 1,451,895 ※2 1,341,776 

受取手形及び売掛金 1,677,990 469,460 

たな卸資産 1,370,170 － 

商品及び製品 － 1,368,576 

原材料及び貯蔵品 － 1,193 

前払費用 209,764 190,023 

繰延税金資産 30,583 14,168 

その他 398,571 310,722 

貸倒引当金 △4,889 △4,692 

流動資産合計 5,134,086 3,691,229 

固定資産 

有形固定資産 

賃貸資産 ※3 2,045,429 2,312,381 

減価償却累計額 △1,103,975 △1,215,249 

賃貸資産（純額） 941,453 1,097,131 

建物及び構築物 ※2 2,889,795 ※2 2,938,766 

減価償却累計額 △710,209 △806,011 

建物及び構築物（純額） 2,179,586 2,132,755 

土地 948,133 875,089 

その他 691,708 607,472 

減価償却累計額 △277,677 △350,690 

その他（純額） 414,031 256,782 

有形固定資産合計 4,483,204 4,361,759 

無形固定資産 

のれん 1,021,760 744,975 

その他 35,812 24,630 

無形固定資産合計 1,057,573 769,605 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 153,014 ※1 145,661 

建設協力金 1,070,105 1,006,346 

差入保証金 1,790,977 1,669,906 

繰延税金資産 165,768 189,123 

その他 526,275 434,985 

貸倒引当金 △31,768 △29,327 

投資その他の資産合計 3,674,374 3,416,696 

固定資産合計 9,215,152 8,548,060 

繰延資産 

株式交付費 337 3,985 

社債発行費 － 33,689 

繰延資産合計 337 37,674 

資産合計 14,349,576 12,276,965 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,765,483 1,801,890 

短期借入金 ※2 1,875,000 ※2 698,287 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 1,984,202 ※2 1,691,005 

1年内償還予定の社債 100,000 244,000 

未払金 265,546 237,837 

１年内支払予定の長期割賦未払金 ※2, ※3 43,749 41,459 

未払法人税等 136,729 102,609 

賞与引当金 19,899 － 

繰延税金負債 － 1,234 

その他 179,221 88,777 

流動負債合計 7,369,830 4,907,100 

固定負債 

社債 － 1,494,000 

長期借入金 ※2 3,339,041 ※2 1,936,717 

長期割賦未払金 ※2, ※3 13,152 106,777 

退職給付引当金 58,930 22,810 

その他 263,534 215,918 

固定負債合計 3,674,658 3,776,223 

負債合計 11,044,489 8,683,324 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,422,141 1,455,544 

資本剰余金 1,548,824 1,497,851 

利益剰余金 540,323 601,909 

自己株式 △209,534 △37,233 

株主資本合計 3,301,754 3,518,071 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △39,952 △38,239 

評価・換算差額等合計 △39,952 △38,239 

新株予約権 4,224 10,294 

少数株主持分 39,061 103,514 

純資産合計 3,305,087 3,593,640 

負債純資産合計 14,349,576 12,276,965 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 30,411,453 22,844,649 

売上原価 23,526,686 16,543,581 

売上総利益 6,884,767 6,301,067 

販売費及び一般管理費 ※1 6,416,486 ※1 5,976,372 

営業利益 468,280 324,695 

営業外収益 

受取利息 40,188 37,140 

持分法による投資利益 15 4,461 

その他 22,821 16,245 

営業外収益合計 63,026 57,846 

営業外費用 

支払利息 144,417 127,337 

社債発行費償却 － 4,881 

その他 25,211 40,715 

営業外費用合計 169,629 172,933 

経常利益 361,677 209,608 

特別利益 

関係会社株式売却益 － 264,338 

貸倒引当金戻入額 9,410 － 

固定資産売却益 ※2 18,699 － 

持分変動利益 － 204,658 

特別利益合計 28,110 468,996 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 4,645 － 

固定資産売却損 － ※4 58,481 

有価証券評価損 138 － 

有価証券売却損 1,475 568 

のれん償却額 21,849 － 

減損損失 － ※5 377,569 

店舗閉鎖損失 6,125 16,397 

その他 ※6 3,000 ※6 2,277 

特別損失合計 37,235 455,294 

税金等調整前当期純利益 352,553 223,309 

法人税、住民税及び事業税 248,843 126,438 

過年度法人税等戻入額 △11,365 △24,777 

過年度法人税等 57,463 － 

法人税等調整額 △75,539 △35,867 

法人税等合計 219,401 65,794 

少数株主利益 4,498 11,990 

当期純利益 128,652 145,525 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,415,688 1,422,141 

当期変動額 

新株の発行 6,453 33,403 

当期変動額合計 6,453 33,403 

当期末残高 1,422,141 1,455,544 

資本剰余金 

前期末残高 1,542,803 1,548,824 

当期変動額 

自己株式の処分 － △84,350 

新株の発行 6,021 33,376 

当期変動額合計 6,021 △50,973 

当期末残高 1,548,824 1,497,851 

利益剰余金 

前期末残高 494,517 540,323 

当期変動額 

剰余金の配当 △82,846 △83,591 

当期純利益 128,652 145,525 

連結範囲の変動 － △347 

当期変動額合計 45,805 61,585 

当期末残高 540,323 601,909 

自己株式 

前期末残高 △14,441 △209,534 

当期変動額 

自己株式の取得 △195,093 △248 

自己株式の処分 － 172,550 

当期変動額合計 △195,093 172,301 

当期末残高 △209,534 △37,233 

株主資本合計 

前期末残高 3,438,568 3,301,754 

当期変動額 

新株の発行 12,474 66,780 

自己株式の取得 △195,093 △248 

自己株式の処分 － 88,200 

剰余金の配当 △82,846 △83,591 

当期純利益 128,652 145,525 

連結範囲の変動 － △347 

当期変動額合計 △136,813 216,317 

当期末残高 3,301,754 3,518,071 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △17,521 △39,952 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△22,431 1,713 

当期変動額合計 △22,431 1,713 

当期末残高 △39,952 △38,239 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △17,521 △39,952 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△22,431 1,713 

当期変動額合計 △22,431 1,713 

当期末残高 △39,952 △38,239 

新株予約権 

前期末残高 － 4,224 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,224 6,070 

当期変動額合計 4,224 6,070 

当期末残高 4,224 10,294 

少数株主持分 

前期末残高 35,278 39,061 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,782 64,452 

当期変動額合計 3,782 64,452 

当期末残高 39,061 103,514 

純資産合計 

前期末残高 3,456,325 3,305,087 

当期変動額 

新株の発行 12,474 66,780 

自己株式の取得 △195,093 △248 

自己株式の処分 － 88,200 

剰余金の配当 △82,846 △83,591 

当期純利益 128,652 145,525 

連結範囲の変動 － △347 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,424 72,236 

当期変動額合計 △151,237 288,553 

当期末残高 3,305,087 3,593,640 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 352,553 223,309 

減価償却費 565,299 471,857 

減損損失 － 377,569 

のれん償却額 255,257 191,560 

社債発行費償却 － 4,881 

株式交付費償却 4,391 2,220 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △115,176 △2,637 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,103 13,393 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,675 △5,736 

受取利息及び受取配当金 △43,316 △40,626 

支払利息 144,417 127,337 

固定資産売却損益（△は益） △18,699 58,481 

固定資産除却損 4,645 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 138 － 

投資有価証券売却損益（△は益） 1,475 568 

関係会社株式売却損益（△は益） － △264,338 

店舗閉鎖損失 － 16,397 

持分変動損益（△は益） － △204,658 

持分法による投資損益（△は益） △15 △4,461 

売上債権の増減額（△は増加） 434,793 701,095 

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,837 △215,017 

仕入債務の増減額（△は減少） △427,534 △175,247 

未収入金の増減額（△は増加） 109,319 △42,959 

仮払金の増減額（△は増加） 2,181 33,419 

立替金の増減額（△は増加） 305,428 69,869 

前払費用の増減額（△は増加） △150,287 △75,302 

その他 △124,497 △48,415 

小計 1,299,313 1,212,561 

利息及び配当金の受取額 43,316 39,926 

利息の支払額 △153,280 △124,540 

法人税等の支払額 △337,815 △140,115 

営業活動によるキャッシュ・フロー 851,534 987,832 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 583,260 30,000 

定期預金の預入による支出 △435,300 △55,493 

有形固定資産の取得による支出 △658,036 △384,449 

有形固定資産の売却による収入 35,793 79,058 

無形固定資産の取得による支出 △7,055 △1,281 

投資有価証券の取得による支出 △401 － 

投資有価証券の売却による収入 5,161 3,968 

長期貸付けによる支出 △300 △3,600 

長期貸付金の回収による収入 39,230 116,990 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

※3 △11,218 － 

関連会社株式の取得による支出 △4,500 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

－ ※4 124,122 

子会社株式の取得による支出 △2,179 △30,400 

子会社株式の売却による収入 400 － 

建設協力金・差入保証金の増加額 △163,820 － 

建設協力金・差入保証金の回収額 135,981 － 

建設協力金の回収による収入 － 82,658 

差入保証金の差入による支出 － △389,885 

差入保証金の回収による収入 － 230,434 

短期貸付金の回収による収入 3,652 2,704 

営業譲受による支出 ※2 △345,087 － 

事業譲渡による収入 ※2 195,678 － 

預り保証金の受入による収入 － 16,690 

預り保証金の返還による支出 － △12,671 

のれんの取得による支出 － △241,220 

その他 160 121 

投資活動によるキャッシュ・フロー △628,580 △432,253 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 2,775,000 2,118,000 

短期借入金の返済による支出 △2,845,500 △2,974,713 

長期借入れによる収入 2,549,000 1,040,495 

長期借入金の返済による支出 △2,757,329 △2,686,432 

社債の発行による収入 － 1,781,429 

社債の償還による支出 △270,000 △182,000 

割賦債務の返済による支出 △138,537 △56,306 

株式の発行による収入 12,474 63,368 

配当金の支払額 △82,846 △83,591 

少数株主からの払込みによる収入 － 314,468 

自己株式の取得による支出 △195,093 △248 

自己株式の売却による収入 － 88,200 

リース債務の返済による支出 － △6,061 

財務活動によるキャッシュ・フロー △952,832 △583,391 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △729,878 △27,812 

現金及び現金同等物の期首残高 1,765,946 1,036,068 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,036,068 ※1 1,008,255 
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 該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数   ８社

 (2）連結子会社の名称

    株式会社ハブ・ア・グッド

    株式会社音通エフ・リテール

    株式会社音通マルチメディア

    マクロス株式会社

    株式会社ジャムテック

    株式会社エスティビー

    株式会社音通アミューズメント

    株式会社ビデオエイティー（注）1

（注）1 株式会社音通が平成19年4月1日付で株式会社ビデオエイ 

 テイーの株式を100％取得したことに伴い、同社は、当連 

 結会計年度より連結の範囲に含めております。

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数    ８社

 (2）連結子会社の名称

    株式会社音通エフ・リテール

    株式会社音通マルチメディア

    マクロス株式会社

    株式会社ジャムテック

    株式会社エスティビー

    株式会社音通アミューズメント

    株式会社ビデオエイティー

    株式会社ファイコム

（注）1 株式会社ハブ・ア・グッドから新設分割した株式会社 

 ファイコムを連結の範囲に含めており、また株式会社ハ 

 ブ・ ア・グッドの株式を100％譲渡したため、連結範囲 

 から除外しております。

 (3) 非連結子会社の数及び会社名

    子会社は全て連結しております。

 (3) 非連結子会社の数及び会社名 

    子会社は全て連結しております。

２ 持分法の適用に関する事項

 （1）持分法を適用した関連会社数   1社 

    会社等の名称  株式会社ビデオエイティー

           （上記連結子会社とは別法人）

２ 持分法の適用に関する事項

 （1）持分法を適用した関連会社数   1社 

    会社等の名称  株式会社ビデオエイティー

           （上記連結子会社とは別法人）

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項  

   当連結会計年度において、株式会社ビデオエイティーは９

月30日から3月31日に決算日を変更しており、当連結会計年

度は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までを連結して

おります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   ①有価証券

    その他有価証券

    時価のあるもの

     決算末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定）

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

   ②デリバティブ

    時価法

   ③棚卸資産

    ａ商品

     食料品、生活雑貨（100円ショップ）

      売価還元法による原価法

     生鮮食料品、生活雑貨（生鮮食料品スーパー）

      終仕入原価法による原価法

     オーディオ・ビジュアル商品

      主として総平均法による原価法

     その他

      先入先出法による原価法

    ｂ貯蔵品

      終仕入原価法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   ①有価証券

    その他有価証券

    時価のあるもの

     同左

     

     

    時価のないもの

     同左

   ②デリバティブ

    同左

   ③棚卸資産

    ａ商品

     食料品、生活雑貨（100円ショップ）

      売価還元法による原価法 

      （収益性低下による簿価切下げの方法）

     生鮮食料品、生活雑貨（生鮮食料品スーパー）

      終仕入原価法による原価法 

      （収益性低下による簿価切下げの方法） 

     

      

     その他

      先入先出法による原価法 

      （収益性低下による簿価切下げの方法） 

    ｂ貯蔵品

      終仕入原価法による原価法 

      （収益性低下による簿価切下げの方法）

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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）適用し評

価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

この結果、売上総利益及び営業利益、経常利益、税金等調整前純利

益に与える影響はありません。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   ①有形固定資産 

    建物及び構築物     定額法 

    上記以外の有形固定資産 定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

      建物及び構築物   ３～４７年 

      賃貸用資産     ３～４７年 

      その他       ２～２０年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   ①有形固定資産（リース資産除く） 

    同左

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83号))に伴い、当連結会計年度から、平成

19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

当該変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に

及ぼす影響は、軽微であります。

（会計方針の変更）

当連結会計年度から、連結子会社である㈱音通マルチメディア、㈱

ジャムテック、㈱音通アミューズメント、㈱ビデオエイティーは賃

貸資産（機械及び装置）の減価償却方法を従来の定率法から定額法

に変更いたしました。 

この変更は、カラオケ関係事業において、自己資産及びリース資産

を賃貸し、リース資産の占める割合が増大しており、「リース取引

に関する会計基準」を適用し、定額法における減価償却を行うこと

に伴い、自己資産の減価償却方法を定額法に変更することにより、

賃貸収益と賃貸原価との合理的な対応を図り、適正な費用配分を行

うためであります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利

益、税金等調整前純利益はそれぞれ77,807千円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しておりま

す。

(追加情報) 

当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得したものについ

ては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。 

当該変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に

及ぼす影響は、軽微であります。

 

 

   ②無形固定資産

    定額法を採用しております。

    なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

   ②無形固定資産（リース資産除く） 

    同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

   ③リース資産

    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。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

    株式交付費

    ３年間にわたり均等償却をしております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

    株式交付費 

    同左 

    社債発行費 

    ３年間にわたり均等償却をしております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

   ①貸倒引当金

    債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

 (4) 重要な引当金の計上基準 

   ①貸倒引当金 

    同左

   ②賞与引当金

    従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基

準により計上しております。

    ②賞与引当金

      ―

   ③退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務（自己都合退職金要支給額）の額に基づき

計上しております。

   ③退職給付引当金 

    同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・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によっております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

    ―

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

   ①ヘッジ会計の方法

    金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用しております。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

   ①ヘッジ会計の方法

    同左

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段  金利スワップ 

    ヘッジ対象  借入利息

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左

   ③ヘッジ方針

    当社グループは、借入金利息の将来の金利変動リスクをヘ

ッジする目的にのみ取引を限定する方針であります。

   ③ヘッジ方針 

    同左

   ④ヘッジの有効性評価の方法

    当社グループの行っている取引は金利スワップ取引のみで

あり、そのすべてが特例処理の要件を満たすため、その判

定をもってヘッジの有効性評価の判定に代えております。

   ④ヘッジの有効性評価の方法

    同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によって

おります。

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   ①消費税等の会計処理 

    同左

    ②連結納税制度の適用 

     当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法に

よっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   同左

６ のれんの償却に関する事項

   のれんは5年間で均等償却しております。ただし、金額が僅

少なものについては、発生時に一括償却しております。

   なお、㈱ビデオエイティー、㈱エスティビー、㈱ジャムテッ

ク及び㈱音通アミューズメントは、10年間で均等償却してお

ります。

６ のれんの償却に関する事項

   同左

   

   

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値

変動について僅小なリスクしか負わない短期的な投資であり

ます。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   同左
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【会計処理の変更】 

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

― １ 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」（企業会計審議会第一

部会 平成5年6月17日、企業会計基準委員会 平成19年3月

30日改正 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」（日本公認会計士協会会計制度委員会

平成6年1月18日、企業会計基準委員会 平成19年3月30日改

正 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年4月1日以後開

始する連結会計年度より、これらの会計基準等を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

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。 

ただし、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・リース取引につきまして

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続

き適用しております。 

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前

純利益に与える影響は、軽微であります。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

              ― （連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年8月7

日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区

分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ1,365,261千円、4,908千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「建設協力金・差入保証金の増加額」として掲記してお

りましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務

諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度から「建

設協力金の支払による支出」、「差入保証金の差入による支

出」として区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の、「建設協力金の支払による支出」、「差入保証金の差入

による支出」はそれぞれ、△58,353千円、△105,466千円で

あります。 

２前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「建設協力金・差入保証金の回収額」として掲記してお

ろましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務

諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度から「建

設協力金の回収による収入」、「差入保証金の回収による収

入」として区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の、「建設協力金の回収による収入」、「差入保証金の回収

による収入」はそれぞれ、79,608千円、56,373千円でありま

す。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであ  

   ります。      

   投資有価証券                4,515千円  

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであ  

   ります。      

   投資有価証券                8,976千円  

 

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおり

であります。

 (1) 担保提供資産          （帳簿価額）

現金及び預金 399,827千円

建物 21,445千円

  計 421,272千円

 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 150,000千円

長期借入金 1,557,616千円

 (1年以内返済予定を含む)

割賦債務 21,579千円

  計 1,729,195千円

 

 

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおり

であります。

 (1) 担保提供資産          （帳簿価額）

現金及び預金 302,131千円

建物 19,961千円

  計 322,092千円

 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 365,000千円

長期借入金 1,974,678千円

 (1年以内返済予定を含む)

  計 2,339,678千円

※３ 所有権が留保されている資産 

   賃貸用資産等の一部については、割賦払の方法で購入してい

るため所有権が留保されており、その代金及び支払利息の未

払は、56,901千円であります。

―
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであります。

給与手当 888,220千円

雑  給 1,175,821千円

賞与引当金繰入額 19,899千円

地代家賃 1,217,043千円

水道光熱費 397,442千円

支払手数料 805,968千円

貸倒引当金繰入額 6,197千円

退職給付費用 10,156千円

減価償却費 309,984千円

のれん償却額 233,407千円

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであります。

給与手当 778,549千円

雑  給 1,239,023千円

賞与引当金繰入額 16,515千円

地代家賃 1,275,093千円

水道光熱費 455,306千円

支払手数料 681,566千円

貸倒引当金繰入額 4,959千円

退職給付費用 8,673千円

減価償却費 274,780千円

のれん償却額 191,560千円

※２ 固定資産売却益

     店舗売却益               18,699千円  

※２           ―

 
※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。    

建物及び構築物 1,643千円

その他 3,001千円

  計 4,645千円

※３           ―

※４            ―    
 
※４ 固定資産売却損        

建物及び構築物 58,481千円
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※５            ―

 

※５ 減損損失

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。

                     （ 単位：千円）

用途 場所 種類 金額

店舗資産
大阪府箕面

市

建物及び什器・備

品
1,394

店舗資産
大阪寝屋川

市

建物及び構築物、

什器・備品
28,278

店舗資産
大阪府茨木

市
什器・備品 10,471

店舗資産 堺市西区 什器・備品 5,866

店舗資産
大阪府吹田

市
什器・備品 2,548

店舗資産 千葉県柏市 什器・備品 430

店舗資産
京都市中京

区
什器・備品 6,440

店舗資産
横浜市青葉

区
什器・備品 3,957

リース資産
大阪府寝屋

川市

建物及び什器・備

品
44,112

リース資産
大阪府箕面

市
什器・備品 6,227

リース資産
神奈川県川

崎市
建物・什器・備品 10,222

リース資産
京都市右京

区
什器・備品 4,168

リース資産
大阪府吹田

市
什器・備品 2,254

無形固定 

資産
― のれん 251,194

   計 377,569

（経緯）

 小売事業の収益性の低下に鑑み、減損損失を認識いたしまし

た。

（グルーピング）

 当社グループを各セグメント事業別に区分し、更に各店舗・各

物件を単位としてグルーピングをしております。

（回収可能性の算定方法等）

 回収可能価額は、主として使用価値にて測定しており、将来キ

ャッシュ・フローは割引率5％にて算定しております。

※６ 特別損失の「その他」のうち主なものは次のとおりでありま

す。

店舗閉鎖費用 3,000千円
 

※６ 特別損失の「その他」のうち主なものは次のとおりでありま

す。          

ゴルフ会員権売却損 2,277千円
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１ 発行済株式に関する事項 

 
  

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの行使による増加       772,200株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加           22,900株 

 市場買付による増加               4,057,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 182,029,345 772,200 － 182,801,545

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 169,803 4,079,900 － 4,249,703

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高 
(千円)前連結会

計年度末
増加 減少

当連結会 
計年度末

提出会社
平成19年 
ストック・オプション 
としての新株予約権

－ － － － － 4,224

合計 － － － － 4,224

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 41,827 0.23 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月22日 
取締役会

普通株式 41,018 0.23 平成19年９月30日 平成19年12月13日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 41,067 0.23 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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１ 発行済株式に関する事項 

 
  

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの行使による増加   348,300株 

 第三者割当増資による増加        2,500,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       12,200株 

 譲渡による減少              3,500,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 182,801,545 2,848,300 － 185,649,845

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,249,703 12,200 3,500,000 761,903

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高 
(千円)前連結会

計年度末
増加 減少

当連結会 
計年度末

提出会社
平成19年 
ストック・オプション 
としての新株予約権

－ － － － － 10,294

合計 － － － － 10,294

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 41,067 0.23 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月11日 
取締役会

普通株式 42,524 0.23 平成20年９月30日 平成20年12月15日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 42,524 0.23 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

  (平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,451,895千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △415,827千円

現金及び現金同等物 1,036,068千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係

  (平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,341,776千円

預入期間が３か月を超える定期預金 333,520千円

現金及び現金同等物 1,008,255千円

 

※２ 営業の譲受け譲渡しにより増加した又は減少した資産及び

負債の主な内訳

(営業の譲受）

株式会社太陽社（平成19年10月1日）

流動資産 21,319千円

固定資産 －千円

資産計 21,319千円

(営業の譲渡)

株式会社ドラッグ・オゾン（平成19年11月1日）

流動資産 82,586千円

固定資産 70,925千円

資産計 153,511千円

※２            ―

 

 

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

  株式の取得により新たに株式会社ビデオエイティーを連結し

たことに伴う連結開始時の取得価額と取得による収入との関

係は次のとおりである。

  株式会社ビデオエイティー

流動資産 106,806千円

固定資産 110,109千円

のれん 150,497千円

流動負債 △123,965千円

固定負債 △150,213千円

株式会社ビデオエイティー

株式の取得価額 93,235千円

株式会社ビデオエイティー

の現金及び現金同等物 △82,016千円

株式会社ビデオエイティー

取得のため支出 11,218千円

※３            ―

  

※４             ―

 

※４ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負

債の主な内訳

  株式の売却により、株式会社ハブ・ア・グッドが連結子会社で

なくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳ならびに株

式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

  株式会社ハブ・ア・グッド

流動資産    1,214,918千円

固定資産     807,189千円

のれん      45,500千円

流動負債   △1,346,695千円

固定負債    △665,878千円

株式売却益     264,338千円

株式売却価額     319,371千円

現金及び現金同等物     △195,249千円

差引：株式売却収入     124,122千円

株式会社音通（７６４７）平成21年３月期決算短信

33



前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

   
(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮し、各事業の内容により区分を行っております。 

２ 各区分の主な事業内容と主な取扱製品・商品（役務を含む）は下記のとおりであります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(265,274千円)の主なものは、親会社本社の総務部門等管理

部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(1,706,842千円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証

券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

 
(注）平成19年11月1日をもって「ベスト薬品」３店舗を譲渡しております。 

   

     

   

   

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

食料品・生活
雑貨小売事業 

(千円)

カラオケ関係
事業 

(千円)

オーディオビ
ジュアル商品
販売事業 
(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,446,217 3,340,766 6,820,812 314,662 488,994 30,411,453 － 30,411,453

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

87,502 3,059 － － 377,043 467,604 (467,604) －

計 19,533,719 3,343,825 6,820,812 314,662 866,038 30,879,058 (467,604) 30,411,453

 営業費用 19,316,740 2,998,093 6,732,257 409,164 752,190 30,208,446 (265,274) 29,943,172

 営業利益又は 
 営業損失（△）

216,979 345,732 88,554 （94,502） 113,847 670,611 (202,330) 468,280

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  及び資本的支出

 資産 6,343,595 2,814,706 1,634,090 623,918 1,226,422 12,642,734 1,706,842 14,349,576

 減価償却費 243,794 422,524 33,598 57,107 29,354 786,379 12,327 798,707

 資本的支出 125,176 779,590 7,426 284,455 13,083 1,209,732 9,070 1,218,803

セグメント区分 事業内容 取扱商品等

食料品、 
生活雑貨 
小売 
事業

・総合１００円ショップ「FLET’S」及び「百圓領事館」等の店舗運営 
・食品スーパー「F MART」等の店舗の運営 
・ドラッグストア「ベスト薬品」の経営（注） 
・１００円ショップ向け雑貨商品の企画・輸入・販売

食料品 
生活雑貨 
生鮮食料 
薬品 
その他

カラオケ 
関係事業

・カラオケ機器及び関連商品の販売
・業務用ゲーム機器の販売及び賃貸 
・ゲームセンターの運営

カラオケ関連機器
ゲーム機器

オーディオ 
・ビジュアル 
商品販売事業

・レンタル用コンパクトディスク・ビデオソフト・
 その他関連商品の卸販売

コンパクトディスク
ビデオソフト

スポーツ事業
・スポーツクラブ「JOYFIT」FCの経営
・ホットヨガスタジオ「LAVA」FCの経営

スポーツ関連

その他事業
・不動産・店舗設備の賃貸
・コインパーキング事業

不動産・駐車場関連
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

   
(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮し、各事業の内容により区分を行っております。 

２ 各区分の主な事業内容と主な取扱製品・商品（役務を含む）は下記のとおりであります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(300,305千円)の主なものは、親会社本社の総務部門等管理

部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,007,982千円)の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証

券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

 
  ５ ㈱ハブ・ア・グッドを平成20年７月４日付けで会社分割を実施し、新設会社の㈱ファイコムにスポーツ事業を承継し、平成20

年７月５日付けでオーディオ・ビジュアル商品販売事業の㈱ハブ・ア・グッドを譲渡いたしました。  

 従いましてオーディオ・ビジュアル商品販売事業における各数値は、第１四半期のみの数値を表示しております。 

  ６ 会計方針の変更  

（重要な減価償却資産の減価償却方法の変更）  

「四半期連結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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から、

連結子会社である㈱音通マルチメディア、㈱ジャムテック、㈱音通アミューズメント、㈱ビデオエイティーは賃貸資産（機械及

び装置）の減価償却方法を従来の定率法から定額法に変更いたしました。  

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、カラオケ関係事業の営業利益が77,807千円増加しております。  

  

  

食料品・生活
雑貨小売事業 

(千円)

カラオケ関係
事業 

(千円)

オーディオビ
ジュアル商品
販売事業 
(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,255,481 3,184,788 1,514,334 437,067 452,977 22,844,649 － 22,844,649

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

77,335 2,799 － － 410,328 490,463 (490,463) －

計 17,332,816 3,187,587 1,514,334 437,067 863,306 23,335,112 (490,463) 22,844,649

 営業費用 17,168,449 2,898,270 1,507,940 488,830 756,769 22,820,259 (300,305) 22,519,953

 営業利益又は 
 営業損失（△）

164,367 289,317 6,394 （51,763） 106,536 514,852 (190,157) 324,695

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  及び資本的支出

 資産 5,910,928 2,720,487 － 587,693 1,049,873 10,268,982 2,007,982 12,276,965

 減価償却費 211,984 177,242 1,696 52,773 20,400 464,098 7,759 471,857

 資本的支出 189,133 349,752 1,374 108,419 4,841 653,521 8,232 661,754

セグメント区分 事業内容 取扱商品等

食料品、 
生活雑貨 
小売 
事業

・総合１００円ショップ「FLET’S」及び「百圓領事館」等の店舗運営 
・食品スーパー「F MART」等の店舗の運営 
・１００円ショップ向け雑貨商品の企画・輸入・販売

食料品 
生活雑貨 
生鮮食料 
その他

カラオケ 
関係事業

・カラオケ機器及び関連商品の販売
・業務用ゲーム機器の販売及び賃貸 
・ゲームセンターの運営

カラオケ関連機器
ゲーム機器

オーディオ 
・ビジュアル 
商品販売事業

・レンタル用コンパクトディスク・ビデオソフト・
 その他関連商品の卸販売

コンパクトディスク
ビデオソフト

スポーツ事業
・スポーツクラブ「JOYFIT」FCの経営
・ホットヨガスタジオ「LAVA」FCの経営

スポーツ関連

その他事業
・不動産・店舗設備の賃貸
・コインパーキング事業

不動産・駐車場関連
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 
  

当連結会計年度の全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦の割合」は、100％であるため、その記載を省

略しております。 

  
当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  
当連結会計年度の全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦の割合」は、100％であるため、その記載を省

略しております。 

  
  

２ 所在地別セグメント情報
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 
  

当連結会計年度の海外売上高はないため、その記載を省略しております。 

  
当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  
当連結会計年度の海外売上高はないため、その記載を省略しております。 

  

３ 海外売上高
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(リース取引関係)
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   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(関連当事者情報)
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(税効果会計関係)
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

３．時価評価されていない有価証券 

(有価証券関係)

区分

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

取得原価 
（千円）

連結決算日におけ
る連結貸借対照表

計上額 
(千円)

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結決算日にお

ける連結貸借対

照表計上額 

(千円)

差額 

（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

－ － － － － －

 株式

小計 － － － － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

165,557 108,344 △57,213 161,003 96,530 △64,473

 株式

小計 165,557 108,344 △57,213 161,003 96,530 △64,473

合計 165,557 108,344 △57,213 161,003 96,530 △64,473

区分
当連結会計年度

（自 平成19年4月1日 
   至 平成20年3月31日）

当連結会計年度  
（自 平成20年4月1日  

   至 平成21年3月31日）

売却額（千円） 5,161 3,968

売却益の合計額（千円） － －

売却損の合計額（千円） 1,475 568

区分

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 
非上場株式

40,155 40,155

計 40,155 40,155
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決算短信時における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(デリバティブ取引関係)
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２．取引の時価等に関する事項 

  

 前連結会計年度（平成20年3月31日） 

      当社におけるデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しており注記すべき事項はありません。 

  

    当連結会計年度（平成21年3月31日） 

      当社におけるデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しており注記すべき事項はありません。 
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    決算短信時における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(退職給付関係)
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    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(ストック・オプション等関係)
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前連結会計年度（自 平成19年4月1日  至 平成20年3月31日） 
   （省略） 

      

当連結会計年度（自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日） 

  

１ 企業結合の概要（新設分割） 
  

 
  

(1)実施した会計処理の概要 

    共同支配下の取引として承継させた資産及び負債は、移転前日に付された適正な帳簿価額を引き継がせ、

その資産と負債の差額を子会社株式として処理しております。 

  

(2)企業結合日に移転した資産及び負債の額並びにその主な内訳 

 
  

 
  

(企業結合等関係)

結合当事企業の名称 株式会社ハブ・ア・グッド

結合した事業の名称及びその内容 スポーツ事業（内容：スポーツクラブ「JOIFIT」、ホットヨガスタジオ「LAVA」の経営）

企業結合を行った主な理由
経営資源の選択と集中を推進し、新規事業に対する責任の明確化と意思決定の迅速化を目的
とする

企業結合日 平成20年７月４日

企業結合の法的形式 分割会社の営業の一部を承継会社（新設会社）が承継する新設分割

結合後企業の名称 株式会社ファイコム

流動資産 40,418千円

固定資産 560,791千円

 合計 601,210千円

流動負債 154,955千円

固定負債 436,255千円

 合計 591,210千円
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２ 企業結合の概要（事業譲受） 

  

 
  

(1)連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間 

   自 平成20年10月1日 至 平成21年3月31日 

  

(2)取得した事業の取得原価及びその内訳 

  ①取得した事業の取得原価        249,786千円 

  ②取得原価の内訳 

   営業譲受費用             249,786千円 

   現金で取得しております。             

  

(3)発生したのれんの金額等 

  ①のれんの金額             128,571千円 

  ②発生原因 

   今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。   

  ③償却方法及び償却期間 

   のれんの償却については、10年で均等償却しております。 

  

(4)企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳 

営業譲渡企業の名称 有限会社シーシーアール

取得した事業の内容 100円均一ショップ「FLET'S」6店舗の経営

企業結合を行った主な理由 直営化することによる収益力の増加を目的とする

企業結合日 平成20年10月1日

企業結合の法的形式 事業譲受

結合後企業の名称 株式会社音通エフ・リテール

流動資産 47,619千円

固定資産 202,167千円

 資産計 249,786千円
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(注) 算定上の基礎 

  
１ １株当たり純資産額 

 
  

   ２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

   
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 18円27銭 １株当たり純資産額 18円82銭

１株当たり当期純利益 72銭 １株当たり当期純利益 79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 71銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 79銭

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額      (千円) 3,305,087 3,593,640

普通株式に係る純資産額            (千円) 3,261,801 3,479,832

差額の主な内訳                (千円)

 新株予約権 4,244 10,294

 少数株主持分 39,061 103,514

普通株式の発行済株式数            (千株) 182,801 185,649

普通株式の自己株式数             (千株) 4,249 761

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
                       (千株)

178,551 184,887

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 (千円) 128,652 145,525

普通株式に係る当期純利益 (千円) 128,652 145,525

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 (千円) － －

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式の期中平均株式数 (千株) 179,019 183,376

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられ
た当期純利益調整額の主要な内訳

(千円) － －

当期純利益調整額 (千円) － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられ
た普通株式増加数の主要な内訳  
 新株予約権

(千株) 1,401 183

普通株式増加数 (千株) 1,401 183

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利
益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権
株主総会の特別決議日 

平成17年6月29日 
21,168千株 

平成19年6月28日 
1,901千株

新株予約権
株主総会の特別決議日 

平成17年6月29日 
21,091千株 

平成19年6月28日 
1,853千株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．株式会社ハブ・ア・グッドの分割

当社は、平成20年5月23日開催の取締役会において、連結子会社で

あります株式会社ハブ・ア・グッドについて、同社が経営する「ス

ポーツ事業部門」を新設分割により事業分割を実施する事を決議致

しました。

（１）会社分割の理由

当社は、「グループ経営体制の強化」を基本方針に掲げ、経営資源

の「選択と集中」を推進しております。連結子会社である株式会社

ハブ・ア・グッドは「ＡＶ卸売事業」と新規事業であります「スポ

ーツ事業」を経営しておりますが、当社グループの基本方針である

経営資源の「選択と集中」を推進し、新規事業に対する責任の明確

化と判断の迅速化を目的として、新規事業である「スポーツ事業」

を新設分割により、新会社に承継させることを決定いたしました。 

 また、当社が保有する分割会社である株式会社ハブ・ア・グッド

の株式（所有割合100%）の株式譲渡を同時に決議致しました。

（２）会社分割の概要

  分割計画書承認取締役会   平成20年5月23日  

  分割計画書承認株主総会   平成20年6月27日  

  分割公告掲載日       平成20年5月28日 

  分割期日          平成20年7月 1日（予定）  

  分割登記          平成20年7月 1日（予定）

（３）分割方式

当社の100％子会社である株式会社ハブ・ア・グッドのスポーツ事

業について、同社を分割会社とし新設する株式会社ファイコム（仮

称）を承継会社とする新設分割を行います。

（４）株式の割当

本分割に際し、株式会社ファイコム（仮称）が発行する株式は、普

通株式200株であり、その全株式を分割期日において、株式会社ハ

ブ・ア・グッドは株主である当社（株式会社音通）に対し、新会社

の株式をもって剰余金の配当を実施し、株式会社ファイコム(仮

称）は当社100％出資子会社となる予定です。

（５）承継会社が承継する権利義務

承継会社である株式会社ファイコム（仮称）は、本分割の効力発生

日において分割会社である 株式会社ハブ・ア・グッドが「スポー

ツ事業」に関して有する資産、負債、契約上の地位及びその他の権

利義務を承継いたします。

（６）債務履行の見込み

株式会社ハブ・ア・グッド及び株式会社ファイコム（仮称）は分

割期日以降の債務の履行の確実性について問題ないものと判断し

ております。 

（７）分割する事業部門の概要

 ①分割する部門の事業内容  

    スポーツ事業部門  

    フィットネスクラブ「JOYFIT」3店舗の経営及びホットヨ 

    ガ「LAVA」の経営であり、平成20年3月期の売上高は 

     314,662千円、平成20年3月末の従業員数は6名でありま 

     す。 

 

 ②分割する資産、負債の項目及び金額（平成20年3月31日現在）  

   流動資産  65,534千円   流動負債  90,517千円

   固定資産 558,384千円   固定負債 324,470千円

                引当金   1,266千円

 株式会社音通マルチメディアの無担保社債社債発行

当社の連結子会社である株式会社音通マルチメディアは平成21年4

月18日開催の取締役会において、無担保普通社債の発行について

決議を行い、これに基づき平成21年5月11日に株式会社音通マルチ

メディア第1回無担保社債を発行いたしました。

（１）発行総額

   100,000千円  

（２）発行価額

   各社債の金額100円につき金100円

（３）払込期日

   平成21年5月11日

（４）償還期限及び償還方法

   平成26年5月9日（5年債）

   ６ケ月毎に、元本金10,000,000円を償還

（５）利率

   1.31％

（６）担保

   無担保

（７）資金使途

   事業資金
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

２．子会社（株式会社ハブ・ア・グッド）の株式譲渡

 当社は、平成20年5月23日開催の取締役会において、連結子会社

であります株式会社ハブ・ア・グッドの当社が保有する全株式

（発行済み株式総数の100％）を譲渡する事に関し、譲渡先である

株式会社シーエスロジネットと基本合意を締結することを決議い

たしました。  

なお、当該株式譲渡にあたり、子会社である株式会社ハブ・ア・

グッドにおきましては、会社分割を実施いたします。 

（１）株式譲渡の理由

連結子会社である株式会社ハブ・ア・グッドは「ＡＶ卸売事業」

と新規事業であります「スポーツ事業」を経営しておりますが、

当社及び当社グループの基本方針である財務強化を推進し、経営

資源の「選択と集中」をより明確なものとするために、新規事業

である「スポーツ事業」を新設分割により新会社に承継させると

ともに（本会社は当社の100%子会社として存続します。）、分割

後の「ＡＶ卸事業」につきましては、同業者である株式会社シー

エスロジネットに株式を譲渡することが、グループ経営効率の向

上と同事業にとって 善であると判断いたしました。 

（２）異動する子会社の概要

  ①商号：株式会社ハブ・ア・グッド  

  ②主な事業内容：レンタル用ＣＤソフトの卸販売 

  ③当社との取引：該当ありません。    

（３）譲渡先の名称

   株式会社シーエスロジネット 

（４）譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

  ①異動前の所有株式数：８，０００株（所有割合１００％）  

  ②譲渡株式数（予定）：８，０００株  

  ③異動後の株式所有数（予定）：０株（所有割合  ０％）  

  ④譲渡価額：平成20年6月末日現在における時価純資産相当額 

   に営業権を加算した金額を基に決定することとしておりま 

   す。 

   

（５）株式譲渡契約締結・株式譲渡日

     平成20年7月 1日（予定） 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

 

３．第三者割当増資に関する株式買取基本契約締結

 当社は、平成20年6月6日開催の取締役会において、新生証券株

式会社（以下新生証券）との間で第三者割当による新株発行プロ

グラムの設定を目的として株式買取基本契約を締結することを決

議し、同日締結いたしました。

 (１) 新株発行プログラムの概要

   このプログラムは、新生証券との間に「株式買取基本契約

書」を締結することにより、当該締結日から2年間、総計

25,000,000株を上限として、新生証券に対する第三者割当に

よる新株発行を可能とするものです。

 本プログラムに基づいて新生証券に割当てられる新株の発行

時期及び数量については、別途、今後開催される当社取締役会

の決議により決定され、これに基づいて個別の株式買取契約が

締結されます。

 本プログラムにおける割当対象株式 大25,000,000株は初回

割当分（第1回で2,500,000株）と追加割当分（第2回から第10

回まで22,500,000株）の2種に区分される計10回の割当により

発行することができます。初回割当分については当社の完全な

裁量により割当時期を決定することができます。追加割当分に

ついては、各割当に際し割当先の合意を要するものとします。

また、一回の割当数量は原則として2,500,000株とされていま

すが、複数回の割当を同時に行うことも可能です。

初回割当分 追加割当分

対象割当回数 第１回 第2回～第10回

割当可能株数 2,500,000株 22,500,000株

1回当たり割当株式 2,500,000株 2,500,000株

割当可能期間 2年間 2年間

割当制限 無し 有り

割当先となる新生証券は、株式会社新生銀行が100％出資する証券

会社であります。 

なお、本プログラムにより調達する資金は、固定資産の取得並び

に固定資産の取得を目的とする短期借入金の返済に充当する予定

です。 

 

（２) 本プログラム導入の理由等

 本プログラムは、下記の理由により、機動的な資本調達枠の

確保と株主価値の希薄化抑制を両立し、かつ将来の株価上昇局

面における有利な資金調達の機会を確保するという点で優れた

資金調達手法 であり、当社の置かれた資金調達環境の中にお

いて 良の選択であると判断いたしました。 

  ①新株発行枠の確保及び機動的な資本調達

 本プログラムにより、当社は 大25,000,000株相当の割当可

能株数枠を獲得し、一回当たり 2,500,000株単位にて、原則と

して当社の裁量に基づく機動的な新株発行による資本調達が可

能と なります。 

  ②株式発行数及び価額の明示

 本件は単純な「第三者割当増資」による新株発行であ

り、割当毎にその時点の時価に基づく発行価額にて、新生証券

に対し第三者割当による新株発行を行ないます。転換社債や新

株予約権のような転換及び行使請求といった概念は無く、また

転換価額修正及び行使価額修正条項もありません。したがっ

て、本プログラムにより発行される株式の総数は予め確定して

おり、さらに各割当の時点で株式の発行価額が明示されること

により、既存株主やマーケットに対する透明性の高さを確保し 

た手法です。  
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

   ③当社による解約権

 将来的に当該プログラムによる資金調達ニーズの必要性がな

くなった場合、もしくはそれ以上の好条件での資金調達手法が

確保できた場合等、当社の選択により、追加的な費用を負担す

ることなくいつでも解約することが可能です。

 (３) 新株式発行プログラムの内容

 ① 対象株式 当社普通株式 

 ② 対象株式数 大25,000,000株  

 ③ 対象期間 平成20年6月6日から平成22年6月6日まで  

 ④ 発行価額 個別の発行決議時における時価（※１）90％ 

 ⑤ 割当制限条項 原則として次の制限が適用される。 

 

・追加割当分については、その実施に際して割当先の合

意を要する  

・対象期間中、当社普通株式の3 ヶ月平均売買金額が

15,961,442円（包括契約時の3ヶ月平均売買金額の50％）を

下回った場合、1 回当りの割当数は1,250,000株とする。そ

の後3 ヶ月平均売買金額が25,538,308円（包括契約時の3ヶ

月平均売買金額の80％）を回復した場合には、1 回当りの

割当数は2,500,000株とする。  

・対象期間中、当社普通株式の3ヶ月平均売買金額が

7,980,721円（包括契約時の3ヶ月平均売買金額の25％）を

下回った場合、割当は一時停止される。その後3ヶ月平均売

買金額が15,961,442円（包括契約時の3ヶ月平均売買金額の

50％）を回復した場合には、1 回当りの割当数は1,250,000

株とする。  

 さらにその後3ヶ月平均売買金額が25,538,308円（包括契

約時の3ヶ月平均売買金額の80％）を回復した場合には、1 

回当りの割当数は2,500,000株とする。 

   ⑥割当予定先 新生証券株式会社

⑦新株の割当及び発行は、個別の取締役会決議に基づき決 

定するものとする。

※１ 個別の発行決議時における時価とは、発行決議日の前営業日

の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の終値をいう。 

※２ 3ヶ月平均売買金額とは、対象期間中の任意の営業日におい

て計算される、当該営業日の3ヶ月前の応当日（当日を含む）から

当該営業日の2 営業日前（当日を含む）までの間の各営業日の株

式会社大阪証券取引所における当社普通株式に関する次の算式に

より得られる数値の平均値（小数点第1 位を四捨五入する）をい

う。 売買立会による売買高（株数）×終値 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

 ４．第三者割当による株式発行 

当社は，平成20年6月6日開催の当社取締役会において包括的新株

発行プログラムの導入を決定し、同日新生証券株式会社との間に

株式買取基本契約を締結いたしました。新株発行プログラムに基

づき、平成20年6月10日開催の当社取締役会において，第三者割当

により株式を発行する事について決議いたしました。

 今般の株式の募集は、増資により調達した資金を当社の基幹事

業へ積極的かつ効率的に投資することにより収益力の増強を図る

とともに、一部を有利子負債の返済に充当して財務体質の強化を

図ることを目的として行うものです。

  新株式発行要領  

   ①発行新株式数 普通株式 2,500,000株  

   ②払込金額 1株につき 25円20銭  

   ③払込金額の総額 63,000千円  

   ④増加する資本金及び資本準備金に関する事項  

    増加する資本金の額  1株につき 12円60銭  

    増加する資本準備金  1株につき 12円60銭  

   ⑤募集の方法 第三者割当の方法により、新生証券株式会社 

   に全数を割り当てる    

   ⑥申込期間 平成20年6月25日  

   ⑦払込期日 平成20年6月25日  

   ⑧新株券交付日 平成20年6月25日  

   ⑨新株の配当起算日 9月30日及び3月31日 

   ⑩新株式の継続所有等の取決めに関する事項   

 当社は割当先に対し、発行日（平成20年6月25日）から2年以内

に割当先が新株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告する

旨の確約を依頼する予定である。  
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

 ５．自己株式の処分

当社は、平成20年6月10日開催の当社取締役会において、自己株式

の処分を行うことについて決議いたしました。

 処分により調達した資金によって固定資産の取得（店舗出店及

び業務用カラオケの機器の購入）及び借入金の返済に充当の予定

です。

処分要領  

①処分株式数      普通株式 3,500,000株  

②処分価額       1株につき金25円20銭（処分価額につい

ては、第三者割当増資における発行価額（平成20年6月9日の終値

28円の90％）と同額といたしました。）  

③処分価額の総額    金88,200千円  

④処分方法       株式会社フラグシップＰＥに譲渡   

⑤処分期日       平成20年6月25日（水）  

⑥処分後の自己株式数  749,703株  
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 629,931 872,032 

受取手形 200 － 

売掛金 39,048 51,488 

貯蔵品 2,643 756 

前払費用 85,539 76,320 

短期貸付金 44,333 43,467 

繰延税金資産 844 1,558 

関係会社短期貸付金 1,889,120 1,675,967 

未収入金 206,266 146,163 

立替金 41,208 350,030 

仮払金 4,328 1,783 

その他 31,360 15,115 

流動資産合計 2,974,826 3,234,685 

固定資産 

有形固定資産 

賃貸資産 562,791 557,302 

減価償却累計額 △86,111 △104,108 

賃貸資産（純額） 476,679 453,193 

建物 134,672 134,672 

減価償却累計額 △71,274 △76,994 

建物（純額） 63,397 57,677 

構築物 554 554 

減価償却累計額 △277 △315 

構築物（純額） 276 239 

車両運搬具 13,984 13,984 

減価償却累計額 △12,865 △13,145 

車両運搬具（純額） 1,118 839 

工具、器具及び備品 15,540 17,794 

減価償却累計額 △7,889 △9,561 

工具、器具及び備品（純額） 7,650 8,232 

土地 948,133 875,089 

有形固定資産合計 1,497,258 1,395,271 

電話加入権 4,030 4,030 

ソフトウエア 4,984 8,694 

無形固定資産合計 9,014 12,724 

投資有価証券 144,959 136,685 

関係会社株式 640,495 608,231 

出資金 1,112 1,112 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

長期貸付金 104,081 65,027 

関係会社長期貸付金 3,573,059 1,602,827 

長期前払費用 315,532 257,296 

差入保証金 1,241,071 1,081,968 

建設協力金 1,070,105 1,006,346 

繰延税金資産 121,733 127,587 

その他 2,500 － 

貸倒引当金 △5,000 △5,000 

投資その他の資産合計 7,209,651 4,882,082 

固定資産合計 8,715,923 6,290,078 

繰延資産 

株式交付費 － 2,347 

社債発行費 337 33,689 

繰延資産合計 337 36,036 

資産合計 11,691,088 9,560,800 

負債の部 

流動負債 

買掛金 26,569 26,707 

短期借入金 585,000 598,287 

リース債務 － 1,255 

1年内償還予定の社債 100,000 244,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,799,606 1,610,923 

１年内支払予定の長期割賦未払金 26,996 － 

未払金 127,075 170,653 

未払費用 1,070 1,010 

未払法人税等 4,388 5,321 

預り金 9,676 24,855 

関係会社預り金 1,883,520 66,739 

前受収益 26,721 25,217 

その他 1,289 9,122 

流動負債合計 4,591,915 2,784,092 

固定負債 

社債 － 1,494,000 

長期借入金 2,837,503 1,593,999 

関係会社長期借入金 956,841 － 

リース債務 － 4,080 

長期預り保証金 170,840 148,116 

退職給付引当金 26,928 20,532 

固定負債合計 3,992,113 3,260,728 

負債合計 8,584,028 6,044,821 

株式会社音通（７６４７）平成21年３月期決算短信

56



(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,422,141 1,455,544 

資本剰余金 

資本準備金 1,391,009 1,424,386 

その他資本剰余金 157,814 73,464 

資本剰余金合計 1,548,824 1,497,851 

利益剰余金 

利益準備金 18,000 18,000 

繰越利益剰余金 362,743 609,761 

利益剰余金合計 380,743 627,761 

自己株式 △209,534 △37,233 

株主資本合計 3,142,174 3,543,924 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △39,339 △38,239 

評価・換算差額等合計 △39,339 △38,239 

新株予約権 4,224 10,294 

純資産合計 3,107,059 3,515,979 

負債純資産合計 11,691,088 9,560,800 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 869,638 863,306 

売上原価 739,089 758,399 

売上総利益 130,548 104,907 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 6,471 3,757 

役員報酬 19,800 23,995 

給料及び手当 23,312 34,014 

株式報酬費用 4,224 6,070 

退職給付引当金繰入額 601 238 

法定福利費 4,900 5,664 

福利厚生費 136 346 

通信費 6,009 5,964 

消耗品費 6,761 4,636 

交際費 16,291 7,148 

修繕費 75 86 

水道光熱費 1,459 1,816 

諸会費 695 1,184 

支払手数料 99,853 72,859 

保険料 1,062 1,090 

賃借料 10,855 8,730 

地代家賃 22,724 13,785 

租税公課 9,846 10,136 

減価償却費 10,280 8,143 

旅費及び交通費 3,690 3,050 

販売費及び一般管理費合計 249,053 212,720 

営業損失（△） △118,504 △107,813 

営業外収益 

受取利息 131,635 143,361 

受取配当金 303,026 295,438 

雑収入 3,223 3,264 

営業外収益合計 437,885 442,065 

営業外費用 

支払利息 170,734 138,774 

雑損失 10,254 30,268 

営業外費用合計 180,989 169,043 

経常利益 138,391 165,208 

特別利益 

車両売却益 0 － 

関係会社株式売却益 － 206,132 

特別利益合計 0 206,132 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

関係会社株式売却損 532 － 

固定資産売却損 － 23,060 

店舗閉鎖損失 3,000 439 

その他 2,277 

特別損失合計 3,532 25,777 

税引前当期純利益 134,858 345,562 

法人税、住民税及び事業税 10,159 12,145 

過年度法人税等戻入額 △11,365 － 

法人税等調整額 △46,738 2,806 

法人税等合計 △47,944 14,952 

当期純利益 182,803 330,610 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,415,688 1,422,141 

当期変動額 

新株の発行 6,453 33,403 

当期変動額合計 6,453 33,403 

当期末残高 1,422,141 1,455,544 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,384,988 1,391,009 

当期変動額 

新株の発行 6,021 33,376 

当期変動額合計 6,021 33,376 

当期末残高 1,391,009 1,424,386 

その他資本剰余金 

前期末残高 157,814 157,814 

当期変動額 

自己株式の処分 － △84,350 

当期変動額合計 － △84,350 

当期末残高 157,814 73,464 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,542,803 1,548,824 

当期変動額 

新株の発行 6,021 33,376 

自己株式の処分 － △84,350 

当期変動額合計 6,021 △50,973 

当期末残高 1,548,824 1,497,851 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 18,000 18,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 18,000 18,000 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 262,786 362,743 

当期変動額 

剰余金の配当 △82,846 △83,591 

当期純利益 182,803 330,610 

当期変動額合計 99,956 247,018 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期末残高 362,743 609,761 

利益剰余金合計 

前期末残高 280,786 380,743 

当期変動額 

剰余金の配当 △82,846 △83,591 

当期純利益 182,803 330,610 

当期変動額合計 99,956 247,018 

当期末残高 380,743 627,761 

自己株式 

前期末残高 △14,441 △209,534 

当期変動額 

自己株式の取得 △195,093 △248 

自己株式の処分 － 172,550 

当期変動額合計 △195,093 172,301 

当期末残高 △209,534 △37,233 

株主資本合計 

前期末残高 3,224,836 3,142,174 

当期変動額 

新株の発行 12,474 66,780 

自己株式の取得 △195,093 △248 

自己株式の処分 － 88,200 

剰余金の配当 △82,846 △83,591 

当期純利益 182,803 330,610 

当期変動額合計 △82,662 401,749 

当期末残高 3,142,174 3,543,924 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △18,006 △39,339 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,333 1,100 

当期変動額合計 △21,333 1,100 

当期末残高 △39,339 △38,239 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △18,006 △39,339 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,333 1,100 

当期変動額合計 △21,333 1,100 

当期末残高 △39,339 △38,239 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

新株予約権 

前期末残高 － 4,224 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,224 6,070 

当期変動額合計 4,224 6,070 

当期末残高 4,224 10,294 

純資産合計 

前期末残高 3,206,830 3,107,059 

当期変動額 

新株の発行 12,474 66,780 

自己株式の取得 △195,093 △248 

自己株式の処分 － 88,200 

剰余金の配当 △82,846 △83,591 

当期純利益 182,803 330,610 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,108 7,170 

当期変動額合計 △99,771 408,920 

当期末残高 3,107,059 3,515,979 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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