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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） 

 

(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 8,979 ― △551 ― △610 ― △647 ―
21年2月期第1四半期 10,816 ― △202 ― △229 ― △89 ―

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 △19.20 ―
21年2月期第1四半期 △2.87 ―

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 21,129 1,307 6.2 38.81
21年2月期 21,688 1,952 9.0 57.96

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,307百万円 21年2月期  1,952百万円

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

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  
当第１四半期の業績を踏まえ、第2四半期累計期間及び通期の業績予想につき、現在精査中であります。業績修正を要することとなった場合におきまして
は、速やかにお知らせいたします。 

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

18,480 △12.5 △427 ― △532 ― △613 ― △23.77

通期 38,635 △5.1 10 ― △161 ― △299 ― △11.59
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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、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 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 33,717,840株 21年2月期  33,717,840株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  24,491株 21年2月期  24,191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 33,693,482株 21年2月期第1四半期 31,009,991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．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は今後様々な要因により、予想数値と異 
  なる場合があります。 
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。 
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   当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退に伴い、国内経済も不安定な状況が続いてお 

   り、消費者の生活防衛意識の高まりから個人消費も低迷するなど、先行き不透明な厳しい状況で推移しました。 

     このような状況のもと当社は、再生のための「中期事業計画」の２年目で、創業60周年にあたる当事業年度を 

  「生まれ変わる、利益構造の変革」を実施する年と位置づけ、初年度の結果を踏まえ、前事業年度より行ってきた 

   各種施策を継続して従業員が各持ち場で確実にやりきるよう方針を打ち出し、全国店長会議等にて意思統一を図る

   など、「やりきる」体制作りを徹底してまいりました。 

      新規店舗として３月にリーフウォーク稲沢店、４月にラザウォーク甲斐双葉店の２店舗を出店、既存店４店舗の 

     改装を実施するなど、売上高の確保に努めるとともに、役員をはじめとする全社員の給与の一部カットによる人件 

     費の低減や賃料低減交渉強化による物件費の抑制に加え、社内プロジェクトによる細目にわたる経費の見直し等を 

   実施し、更なる諸経費の圧縮を図るなど、業績の回復に努めてまいりました。 

      事業別の売上高の状況は、音楽事業では３月において音楽・映像ソフトの強力新譜商品の影響等により目標金額 

   を上回るなど好調に推移しましたが、４月からの邦楽ジャンルでの極端な新譜作品不足により売上高は低迷、楽器 

   部門も当四半期後半に回復の兆しを見せたものの、売上全体の回復には至らず、音楽事業の当第１四半期会計期間 

     の売上高は86億50百万円となりました。また、書籍事業の売上高は３億26百万円で、不動産賃貸によるその他の売 

     上高が２百万円となり、当第１四半期会計期間の全体の売上高は、89億79百万円となりました。 

     利益面につきましては、販売費および一般管理費の削減に努めましたが、売上高の減少を補えず、経常損益は経 

   常損失６億10百万円となり、四半期純損失は６億47百万円となりました。 

       なお、60周年記念事業につきましては、当社を支えていただいたすべての関係者に感謝の気持ちを伝えるべく５ 

   つのプロジェクトを推進し、各種施策を逐次行っております。これらの施策につきましては、当社ホームページの

   下記アドレスをご参照ください。   

   http://www.shinseido.co.jp/60/ 

  

  当第１四半期会計期間末において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりであります。   

  資産の部においては、敷金及び保証金の純減額が３億17百万円あったこと及び未収入金の減少等により、５億58 

 百万円減少し、211億29百万円となりました。 

  負債の部においては、借入金の返済により借入金が１億円減少したこと及び未払法人税の減少が１億円あったも 

 のの、買掛金の増加が３億42百万円あったこと等により86百万円増加し、198億22百万円となりました。 

  純資産の部においては、四半期純損失を計上したことにより６億45百万円減少し、13億７百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間末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38百万

円減少し、1,123百万円となりました。 

  

 当第１四半期会計期間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） 

 営業活動による資金の減少は３億88百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失６億13百万円を計上

した一方で、仕入債務の増加額が３億64百万円あったこと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） 

 投資活動による資金の増加は４億51百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が６億

40百万円あった一方で、改装の実施に伴う有形固定資産の取得による支出が１億37百万円あったことによるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は１億円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出があったことによ

るものであります。 

  

   当第１四半期の業績を踏まえ、第２四半期累計期間及び通期の業績予想につき、現在精査中であります。業績修 

 正を要することとなった場合におきましては、速やかにお知らせいたします。 

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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１．簡便な会計処理  

 ①  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、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。 

 ②  たな卸資産の評価方法 

      当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前事業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する方法によっております。 

  ③  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

        当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

      るため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用の計算 

    税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

    後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

    し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、前事業年度

    の年税額を基礎として算定しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

  

  

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。 

           なお、当第１四半期会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）から、「財務諸表等の用語、 

         様式及び作成方法に関する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）附則第６ 

         条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

   

② 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、賃貸借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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17 日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第

１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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、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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。 

  

    ③ 不動産賃貸に係る収益及び費用の会計処理の変更 

     従来、不動産賃貸に係る収益及び費用は営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、自社店舗の 

    テナントへの賃貸が発生していること及び今後も賃貸料の増加が見込まれることから、経営成績をより適正に 

    表示するため、当第１四半期会計期間より売上高及び売上原価に計上する方法に変更いたしました。 

     この結果、売上高は2,854千円、売上原価は1,288千円、売上総利益は1,565千円増加し、営業損失は1,565千 

    円減少しております。経常損失及び税引前四半期純損失に対す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

（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：千円）

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 1,873,601 1,911,786

受取手形及び売掛金 1,641,658 1,561,747

商品及び製品 8,381,674 8,365,440

その他 347,976 631,371

貸倒引当金 △20,310 △22,462

流動資産合計 12,224,599 12,447,882

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,771,132 1,780,978

構築物（純額） 2,690 2,812

工具、器具及び備品（純額） 332,578 317,731

土地 2,458,358 2,458,358

建設仮勘定 1,807 －

有形固定資産合計 4,566,567 4,559,881

無形固定資産 178,005 183,334

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,142,658 4,459,967

貸倒引当金 △345,624 △345,878

その他 363,706 383,373

投資その他の資産合計 4,160,740 4,497,462

固定資産合計 8,905,313 9,240,678

資産合計 21,129,913 21,688,561

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,329,156 2,964,392

1年内返済予定の長期借入金 500,000 400,000

未払法人税等 44,993 145,000

引当金 114,414 114,414

その他 800,001 858,347

流動負債合計 4,788,566 4,482,154

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 12,093,434 12,293,434

退職給付引当金 1,496,706 1,506,651

その他の引当金 19,599 16,975

その他 423,983 436,391

固定負債合計 15,033,724 15,253,452

負債合計 19,822,291 19,735,606
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（単位：千円）

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 4,504,548 4,504,548

資本剰余金 738,756 3,997,528

利益剰余金 △647,067 △3,258,771

自己株式 △9,467 △9,448

株主資本合計 4,586,769 5,233,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △939 △2,693

土地再評価差額金 △3,278,207 △3,278,207

評価・換算差額等合計 △3,279,146 △3,280,901

純資産合計 1,307,622 1,952,954

負債純資産合計 21,129,913 21,688,561
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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 8,979,711

売上原価 6,425,606

売上総利益 2,554,105

販売費及び一般管理費 3,105,652

営業損失（△） △551,547

営業外収益  

受取利息 1,989

受取配当金 28

受取手数料 12,020

その他 9,287

営業外収益合計 23,325

営業外費用  

支払利息 66,629

その他 15,977

営業外費用合計 82,606

経常損失（△） △610,827

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,405

特別利益合計 2,405

特別損失  

固定資産除却損 4,938

その他 235

特別損失合計 5,173

税引前四半期純損失（△） △613,595

法人税等 33,471

四半期純損失（△） △647,067
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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（△） △613,595

減価償却費 81,228

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,945

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,624

受取利息 △1,989

受取配当金 △28

支払利息 66,629

固定資産除却損 4,938

売上債権の増減額（△は増加） △79,910

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,234

仕入債務の増減額（△は減少） 364,764

未払又は未収消費税等の増減額 49,229

その他 △74,373

小計 △229,068

利息及び配当金の受取額 1,976

利息の支払額 △51,631

確定拠出年金移換金支払額 △1,623

法人税等の支払額 △108,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △388,990

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 △137,029

投資有価証券の取得による支出 △300

敷金及び保証金の差入による支出 △52,813

敷金及び保証金の回収による収入 640,468

貸付けによる支出 △1,380

貸付金の回収による収入 2,094

投資活動によるキャッシュ・フロー 451,039

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 △214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,185

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,123,601
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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。 

      なお、当第１四半期会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

    び作成方法に関する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）附則第６条第１項第５

    号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

当社は４期連続して当期純損失（前事業年度は159百万円）を計上したこと、及び当第１四半期におきましても 

  四半期純損失647百万円を計上したことにより、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。 

      当社では当該事象を解消するため、「中期事業計画」に基づいて「売上高の維持・確保」「在庫回転率の向 

    上」「収益力の強化」の重要施策を当第１四半期会計期間も引き続き実行いたしました。 

     「売上高の維持・確保」につきましては、エリアの特性を重視したマルチブランド戦略に基づき、新設ショッピ

    ングセンターにリーフウォーク稲沢店、ラザウォーク甲斐双葉店をオープンし、既存店舗も立地及び顧客層の分 

  析に基づいて、楽器を導入した楽器複合店への業態転換や減坪による店舗の販売効率化を目指して４店リニュー 

  アルを実施いたしました。 

     「在庫回転率の向上」につきましては、商品コントロールの精度向上を目的として大型店の商品発注枠の一部 

  を本部に移管するとともに、より機動的な商品確保と消化を目指して、商品供給オペレーションの強化に努めて 

  まいります。 

     「収益力の強化」につきましては、当第１四半期会計期間におきまして、役員報酬及び従業員の給与減額を実 

  施するとともに、店舗内作業の見直しを図って人員効率を高めて総人件費の削減を実施しております。また、物 

  件費削減は、適正な店舗坪数に減少させることにより賃借料等の低減に努めております。 

     その他経費につきましても、経費削減のための社内プロジェクトを立ち上げて、費目ごとに削減計画を策定 

   し、経費圧縮による収益力の強化を目指してまいります。 

      なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、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。 

  

 平成21年５月28日開催の当社定時株主総会において、資本準備金および利益準備金の額の減少に係る議案及び

剰余金の処分に係る議案が承認可決されました。この結果、資本準備金が3,258,771千円、利益準備金が795,200

千円、別途積立金が3,400,000千円それぞれ減少し、繰越利益剰余金が7,453,971千円増加しました。 

 当第１四半期末においては、資本剰余金が738,756千円となり、利益剰余金は当第１四半期純損失の計上によ 

り△647,067千円となりました。 

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  10,816,855

Ⅱ 売上原価  7,469,949

売上総利益  3,346,905

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,549,349

営業損失  202,443

Ⅳ 営業外収益  106,028

Ⅴ 営業外費用  132,965

経常損失  229,381

Ⅵ 特別利益  196,134

Ⅶ 特別損失  26,301

税引前四半期純損失  59,547

税金費用  29,453

四半期純損失  89,001
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 （ご参考）品目別販売実績 

   ※ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          なお、当第１四半期会計期間より不動産のテナント賃貸による収益を「その他」に計上しております。  

  

６．その他の情報

  

 品目 

  

  

 前第１四半期 

（自 平成20年３月１日 

    至 平成20年５月31日）  

  当第１四半期 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成21年５月31日） 

 売 上 高  構成比  売 上 高  構成比 

   音楽ソフト（千円）   5,643,698    52.2  4,489,363  50.0 

   映像ソフト（千円）  2,859,064   26.4  2,331,481  26.0 

   楽器及びその他音楽関連用品（千円）  1,624,313   15.0  1,458,204  16.2 

   書籍（千円）  390,068   3.6  326,447  3.6 

    小売計（千円）  10,517,144   97.2  8,605,496  95.8 

   通販・卸売（千円）  299,711    2.8  371,361  4.2 

   その他 （千円）※         －  － 2,854  0.0 

    合計（千円）   10,816,855   100.0  8,979,711  100.0 
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