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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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12月期第1四半期 16 ― △53 ― △42 ― △43 ―
20年12月期第1四半期 25 △80.0 △44 ― △2 ― △2 ―

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12月期第1四半期 △0.03 ―
20年12月期第1四半期 △0.00 ―

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12月期第1四半期 7,966 7,399 92.9 5.43
20年12月期 7,509 6,949 92.5 5.10

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  7,399百万円 20年12月期  6,949百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％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）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間

36 △42.5 △80 ― △86 ― △87 ― △0.06

通期 74 △30.7 △143 ― △156 ― △157 ― △0.12
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4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（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) 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（四半期連結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。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2. 業績予想については、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

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12月期第1四半期 1,362,999,999株 20年12月期  1,362,999,999株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  72,233株 20年12月期  69,487株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 1,362,928,662株 20年12月期第1四半期 1,362,936,549株
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当第1四半期連結会計期間（平成21年１月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、輸出の
大幅な減少や設備投資の抑制、生産調整、雇用調整等により、厳しい景気後退局面が続きました。世界
経済におきましても、金融危機の深刻化等により、景気は急激に悪化しております。 
デジタル家電業界におきましても、個人消費の低迷や低価格化等、非常に厳しい経営状態となってお

ります。 
このような状況下、当社グループの当第1四半期連結会計期間の売上高は16,963千円（前年同期比

32.4%減）、営業損失は53,729千円（同21.5%増）、経常損失は42,755千円（同1,841.0%増）、四半期純
損失は43,075千円（同1,607.5%増）となりました。 

  

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して456,679千円増加し、
7,966,039千円となりました。 
流動資産につきましては、現金及び預金の増加134,130千円、未収入金の増加1,056,618千円、預け金

の増加179,207千円等により、前連結会計年度末と比較して1,362,567千円増加し、7,045,450千円とな
りました。 
固定資産につきましては、投資有価証券の減少910,100千円等により、前連結会計年度末と比較して

905,888千円減少し、920,589千円となりました。 
負債につきましては、未払金の増加5,343千円、未払法人税等の増加5,500千円、長期借入金の減少

3,853千円等により、前連結会計年度末と比較して7,455千円増加し、567,010千円となりました。 
純資産につきましては、四半期純損失43,075千円の計上、為替換算調整勘定の増加492,309千円等に

より、前連結会計年度末と比較して449,223千円増加し、7,399,028千円となりました。 
  

平成21年12月期は、国内外の景気後退、実体経済のさらなる冷え込みが見込まれますが、当第１四半
期は当初計画の範囲内で推移しており、平成21年２月13日発表の第2四半期連結累計期間および通期の
業績予想に変更はありません。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 財政状態の変動状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
・棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末
の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

・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、連結会計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。 
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

①当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
従いまして、当第1四半期連結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損

益計算書とでは、作成基準が異なるため前年同期比較に関する情報は参考として記載しておりま
す。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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。これによる損益に与える影
響はありません。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 
当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。これによる損益に与える影響はありません。 

④事業区分の変更 
従来、当社グループの事業区分は、「音響・映像機器事業」および「その他の事業」の2事業区

分に分類しておりましたが、その他の事業に含んでいたアフターサービス事業および不動産賃貸事
業の売上割合が増加しており今後もこの傾向が予想されるため、また、各事業における収益面での
透明性をより高めるため、当第１四半期連結会計期間から「音響・映像機器事業」、「アフターサ
ービス事業」、「不動産賃貸事業」の3事業に分類することにいたしました。 
  

4. その他
(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 151,670 17,539

受取手形及び売掛金 4,088 11,440

貯蔵品 836 838

未収入金 1,372,220 315,601

預け金 5,509,026 5,329,818

その他 7,650 7,655

貸倒引当金 △42 △13

流動資産合計 7,045,450 5,682,882

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 184,051 184,051

減価償却累計額 △30,079 △28,867

建物及び構築物（純額） 153,972 155,183

工具、器具及び備品 5,129 5,538

減価償却累計額 △4,107 △4,428

工具、器具及び備品（純額） 1,021 1,110

土地 694,904 694,904

有形固定資産合計 849,898 851,199

無形固定資産 800 828

投資その他の資産   

投資有価証券 30 910,130

破産更生債権等 640 640

敷金及び保証金 62,841 62,841

長期未収入金 403,028 379,502

貸倒引当金 △396,649 △378,663

投資その他の資産合計 69,891 974,450

固定資産合計 920,589 1,826,477

資産合計 7,966,039 7,509,360
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 － 91

1年内返済予定の長期借入金 15,231 15,111

未払金 110,830 105,487

未払法人税等 16,654 11,154

預り金 412 708

その他 3,861 3,688

流動負債合計 146,991 136,242

固定負債   

長期借入金 381,919 385,772

長期未払金 10,340 10,340

長期預り金 27,759 27,199

固定負債合計 420,019 423,312

負債合計 567,010 559,555

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,794,263 5,794,263

資本剰余金 3,900,027 3,900,027

利益剰余金 △951,828 △908,753

自己株式 △1,280 △1,270

株主資本合計 8,741,181 8,784,267

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,342,152 △1,834,462

評価・換算差額等合計 △1,342,152 △1,834,462

純資産合計 7,399,028 6,949,805

負債純資産合計 7,966,039 7,509,360
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 16,963

売上原価 9,868

売上総利益 7,094

販売費及び一般管理費 60,824

営業損失（△） △53,729

営業外収益  

受取利息及び配当金 51

為替差益 17,386

雑収入 657

営業外収益合計 18,094

営業外費用  

支払利息 3,095

前期損益修正損 2,156

雑損失 1,868

営業外費用合計 7,120

経常損失（△） △42,755

税金等調整前四半期純損失（△） △42,755

法人税、住民税及び事業税 320

法人税等合計 320

四半期純損失（△） △43,075
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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  

税金等調整前四半期純損失（△） △42,755

減価償却費 1,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29

受取利息及び受取配当金 △51

支払利息 3,095

売上債権の増減額（△は増加） 7,352

たな卸資産の増減額（△は増加） 1

未収入金の増減額（△は増加） △56,154

仕入債務の増減額（△は減少） △93

その他 7,224

小計 △80,022

利息及び配当金の受取額 51

利息の支払額 △3,177

法人税等の支払額 △70

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,218

投資活動によるキャッシュ・フロー  

預け金の純減少額 221,062

投資活動によるキャッシュ・フロー 221,062

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △3,733

自己株式の取得による支出 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,130

現金及び現金同等物の期首残高 17,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 151,670
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当連結会計年度より「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、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社グループは当第1四半期連結会計期間を含め、継続的に営業損失を計上しております。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が、当社グループは、グランデ・グル
ープの支援のもとで経営構造改革に取組んでおります。この経営構造改革は、引き続きグランデ・グル
ープの支援のもと、売上の増大ならびにコストの削減等により、営業収支の改善に努めてまいります。
同グループの支援の継続如何は、当社グループの財政状態及び事業継続に重大な影響を及ぼす可能性が
あります。 
四半期連結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

連結財務諸表には反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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(1)（要約）四半期連結損益計算書 

(単位：千円） 

 
  

  

  

「参考」

科目

前四半期 
(平成20年12月期 

第1四半期)

金額

Ⅰ 売上高 25,078 

Ⅱ 売上原価 15,559 

   売上総利益 9,519 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 53,733 

   営業損失 44,213 

Ⅳ 営業外収益 46,058 

 １ 受取利息及び配当金 34,448 

 ２ 為替差益 11,152 

 ３ 受取賃貸料 430 

 ４ 雑収入 27 

Ⅴ 営業外費用 4,047 

 １ 支払利息 3,273 

 ２ 雑損失 773 

   経常損失 2,202 

   税金等調整前四半期純損失 2,202 

   法人税、住民税 

   及び事業税
320 

   四半期純損失 2,522 
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