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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

（注）当社は当期より非連結決算に移行しております。前年の四半期の個別数値は公表していないため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期増減
率は「－」表示をしております。 

(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 ％

22年2月期第1四半期 23,140 ― △47 ― 8 ― △60 ―
21年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年2月期第1四半期 △4.54 ―
21年2月期第1四半期 ― ―

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

22年2月期第1四半期 24,938 3,167 12.7 8.47
21年2月期 25,042 3,290 13.1 13.04

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,167百万円 21年2月期  3,290百万円

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  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、3ペ
ージ「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

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

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
平成21年4月10日に平成22年2月期の連結業績予想を開示しておりますが、当社は当期より非連結決算に移行していることから、個別業績予想に変更し
ております。 

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 
累計期間

46,500 ― 90 ― 140 ― 40 ― 0.75

通期 93,000 △8.7 280 △27.3 380 1.0 280 510.7 13.76
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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、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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 16,636,947株 21年2月期  16,636,947株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  314,247株 21年2月期  314,247株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 16,636,947株 21年2月期第1四半期 16,636,947株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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あたっての注意事項等について
は、4ページ「1．経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
また、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。 
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種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 
（注）第1回Ａ種優先株式とは、平成18年１月20日開催の臨時株主総会において、当社親会社であります株式会社ビックカメラに対する有利発行の決議に

より発行されたものです。 

（注）第1回Ｂ種優先株式とは、平成18年１月20日開催の臨時株主総会における定款変更の決議をもって、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に対して発行され

たものです。 

1株あたり配当金 配当金総額

(基準日） 中間期末 期末 年間 （年間）

円  銭 円  銭 円  銭 百万円

第1回A種優先株式

 平成20年2月期 - 10  00 10  00 75

 平成21年2月期 -  4  00 4  00 30

 平成22年2月期(予想） -  4  00 4  00 30

第1回B種優先株式

 平成20年2月期 - 66  00 66  00 49

 平成21年2月期 - 43  00 43  00 32

 平成22年2月期(予想） - 40  00 40  00 25
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当第１四半期会計期間（平成21年３月１日～平成21年５月31日）におけるわが国経済は、昨年度から続
く経済危機による企業業績の悪化と、それに伴う一般消費者の倹約志向の強まりにより、依然として厳し
い状況が続いております。このような状況の中、当社は「私たちはお客様の味方です」をスローガンに、
ビックカメラとの連動施策である「定額買取・下取り宣言キャンペーン」の展開に注力することで、買
取・下取りの認知度向上と、それに伴う新品商品の拡販に努めてまいりました。加えて、MARパソコン等
の価格競争力の高い中古商品や、格安で利便性の高いサポートサービス「らくらくオンラインサポート」
など、当社ならではの施策を推進すると共に、昨年度から引き続き取り組んでいるビックカメラ店舗内へ
のインショップ出店につきましても、平成21年３月19日に「ラゾーナ川崎店」をオープンいたしました。
 一方で、効率化・機能強化についても継続して推進しており、小型店舗の閉店・統合の準備や、ビック
カメラ本部との執務スペース統合についても完了いたしております。 
以上の結果、当第１四半期会計期間における業績は、売上高231億40百万円、営業損失47百万円、経常

利益８百万円となり、平成20年11月27日に発表いたしました「株式会社ソフマップの本部機能移転に関す
るお知らせ」に係る事務所移転費用20百万円および固定資産除却損８百万円、加えて、本年８月末に閉
店・統合を予定する小型店舗の店舗閉鎖損失30百万円を特別損失として計上した結果、四半期純損失は60
百万円となりました。 
  

  

①資産、負債及び純資産の状況 
当社の第１四半期会計期間末の財政状態について、資産合計は249億38百万円となり、前会計年度末と

比べ１億３百万円減少しました。その主な要因は、固定資産合計で１億９百万円減少したことによるもの
です。 
 負債合計は217億70百万円となり、前会計年度末と比べ19百万円増加しました。その主な要因は長期借
入金が19百万円増加したこと等によるものです。 
 純資産合計は31億67百万円となり、前会計年度末と比べ１億23百万円減少しました。その主な要因は平
成21年５月28日開催の定時株主総会決議による優先配当62百万円等によるものです。 
②当第１四半期会計期間のキャッシュ・フローの状況 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、決算日が休日であった影響による仕入

債務の増加１億30百万円、未払金の増加５億68百万円があった影響等により、８億36百万円の増加となり
ました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産売却による収入33百万

円、ECシステム追加開発に伴う無形固定資産取得による支出40百万円があった影響等により、１百万円の
減少となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金返済による減少８億６百万

円等により、６億96百万円の減少となりました。 
 以上の結果、当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物残高は、44億59百万円となりました。 
  

  

平成22年２月期の業績予想につきましては、平成21年７月１日に発表いたしました「子会社、関連会社
の事業譲渡（譲受）に関するお知らせ」でお知らせしました当社子会社のウインケル株式会社について、
今期より連結範囲から除外することとなったことから、平成21年４月10日に開示いたしました平成22年２
月期連結業績予想を個別業績予想に変更いたしました。 
  
  

  
  
  
  
  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

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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（簡便な会計処理） 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。この変更により、売上総利益及び経常利益は41百万円減
少し、営業損失及び税引前四半期純損失は41百万円増加いたします。 

  
（四半期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 「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)を当第１四半期会計
期間から適用し、商品（中古ハード）の評価基準については、個別法による原価法から、個別法による
原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、商品（中古ハード以外）の評価基準については、移
動平均法による原価法から、移動平均法による原価法（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。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

③ リベート並びに広告料収入の計上方法の変更 
親会社であるビックカメラとのシナジー効果を高めるための当社本部機能の同社内への移転が当第１

四半期会計期間に完了したことに伴い、当第１四半期会計期間より費用・収益の管理方法を統一・共通
化しました。この結果、従来、仕入先から収受するセンター納品リベート、信販会社から収受するクレ
ジットカードに係るリベート及び製造メーカー等から収受する店舗看板の掲載手数料等の広告料収入は
すべて販売費及び一般管理費の該当勘定にそれぞれ貸方計上しておりましたが、当社グループの損益を
より適正に表示するため、当第１四半期会計期間からセンター納品リベートは売上原価の貸方として、
また、クレジットカードに係るリベート及び広告料収入はそれぞれ営業外収益として計上することとし
ました。これらの変更により、従来の計上方法によった場合に比べ、売上総利益は72百万円増加し、営
業損失は66百万円増加しますが、経常利益及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

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

たな卸資産の評価方法

(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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,858 4,720

売掛金 2,508 2,518

商品 8,296 8,197

その他 1,714 1,936

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 17,370 17,364

固定資産   

有形固定資産 1,803 1,895

無形固定資産 402 386

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,144 5,158

その他 491 510

貸倒引当金 △273 △273

投資その他の資産合計 5,362 5,395

固定資産合計 7,568 7,677

資産合計 24,938 25,042

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,903 7,772

短期借入金 3,955 4,762

1年内返済予定の長期借入金 1,438 1,285

未払法人税等 87 146

賞与引当金 230 150

ポイント引当金 1,139 1,169

その他 2,636 2,123

流動負債合計 17,389 17,408

固定負債   

長期借入金 2,485 2,465

退職給付引当金 1,816 1,787

その他 80 89

固定負債合計 4,381 4,342

負債合計 21,770 21,751
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(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,291 2,291

資本剰余金 619 619

利益剰余金 370 492

自己株式 △113 △113

株主資本合計 3,167 3,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

評価・換算差額等合計 0 0

純資産合計 3,167 3,290

負債純資産合計 24,938 25,042
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 23,140

売上原価 18,237

売上総利益 4,902

販売費及び一般管理費 4,950

営業損失（△） △47

営業外収益  

受取利息 0

受取手数料 93

受取賃貸料 27

その他 9

営業外収益合計 130

営業外費用  

支払利息 43

支払手数料 10

賃貸収入原価 20

その他 0

営業外費用合計 74

経常利益 8

特別利益  

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除却損 8

店舗閉鎖損失 30

事務所移転費用 20

特別損失合計 59

税引前四半期純損失（△） △46

法人税、住民税及び事業税 13

法人税等合計 13

四半期純損失（△） △60
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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（△） △46

減価償却費 81

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

その他の引当金の増減額（△は減少） 49

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 43

固定資産売却損益（△は益） △4

固定資産除却損 8

売上債権の増減額（△は増加） 6

仕入債務の増減額（△は減少） 130

たな卸資産の増減額（△は増加） △99

未収入金の増減額（△は増加） 265

未払金の増減額（△は減少） 568

その他 △123

小計 908

利息及び配当金の受取額 20

利息の支払額 △43

法人税等の支払額 △48

営業活動によるキャッシュ・フロー 836

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 △3

有形固定資産の売却による収入 33

無形固定資産の取得による支出 △40

敷金及び保証金の回収による収入 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1

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） △806

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △327

配当金の支払額 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △696

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138

現金及び現金同等物の期首残高 4,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,459
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

当社の発行するＢ種優先株式につき、Ｂ種優先株主である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行より会社法第
166条１項及び２項の定めに基づく取得請求がありました。 

取得請求に係る事項の内容 
１．取得請求株式の種類 

Ｂ種優先株式 
２．取得請求株式の数 

123,000株 
３．株式の取得と引換えに交付する金銭等の総額 

246,000,000円 
４．取得請求日 

平成21年６月30日 
５．株式取得手続きの期日 

第１回取得請求可能期間満了の日（平成21年６月30日）から１ヶ月以内 

(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

(6) 重要な後発事象
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