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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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3月期第1四半期 2,478 △7.6 69 70.5 62 98.4 27 180.5
21年3月期第1四半期 2,682 ― 40 ― 31 ― 9 ―

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3月期第1四半期 3.36 ―
21年3月期第1四半期 1.20 ―

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3月期第1四半期 6,811 2,347 34.5 284.72
21年3月期 6,940 2,289 33.0 277.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,347百万円 21年3月期  2,289百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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   

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

5,100 △2.1 100 318.6 80 ― 28 ― 3.40

通期 10,000 △3.1 200 ― 170 ― 60 ― 7.28



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．その他をご覧下さい] 

(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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,272,500株 21年3月期  8,272,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  28,941株 21年3月期  28,041株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 8,243,592株 21年3月期第1四半期 8,247,709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．平成21年５月15日に公表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも変更しておりません。 
２．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当たっての注意事項について
は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】をご覧下さい。 



    第１四半期のわが国経済は、世界的な金融・経済危機による景気の停滞が続き、企業収益や雇用情勢の悪化によ

    り個人消費が低迷するなど、大変厳しい状況が続いております。 

     当社を取り巻く状況は、家計所得の伸び悩みや雇用不安等による生活防衛意識の高まりから消費者の低価格志向 

    が強まり、一段と厳しい経営環境が続いております。 

    このような状況下で当社は既存店舗の売上回復に努めて、ＡＶソフトはジャンル別の販売キャンペーン、モバイ

  ル携帯会員の募集と会員向けへの情報発信などでタイムリーな売場演出と商品提案を実践し、楽器は春の需要シー

  ズンに合わせた管楽器やギターのセールを行うほか、イベントの開催による集客拡大や顧客のリピート化を図って

  まいりました。教室はカルチャーセンターの会員数増加、定着化のために作品展や新規講座、特別講座を実施いた

  しました。 

   部門別の売上高の状況は、ＡＶソフトは大型新譜や話題作品の不足が続き、５億90百万円（前年同期比28.3％ 

 減）となりました。楽器はピアノ、電子オルガンが増収となりギターも前期並みに推移いたしましたが、管楽器が

 減収となり、８億60百万円（同0.3％減）となりました。教室は新型インフルエンザの影響で休講の影響もありま 

 したが、前事業年度に開設したカルチャーセンターの新店効果により10億６百万円（同3.2％増）となりました。 

   この結果、当第１四半期の業績は、売上高は24億78百万円（同7.6％減）となりました。 

   利益面におきましては、利益率の高い教室の売上構成比が増加し、商品売上原価率も低減したことによる粗利益率

   の上昇と新規出店に伴う諸経費負担がなくなったことで営業利益は69百万円（同70.5％増）、経常利益は62百万 

  円（同98.4％増）、四半期純利益は27百万円（同180.5％増）となりました。 

  

（１）財政状態の変動状況 

   当第１四半期末の総資産は68億11百万円となり、前事業年度末に比べ１億29百万円減少いたしました。流動資産 

 は30億92百万円となり、１億１百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が32百万円、受取手形及び売 

 掛金が32百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定資産は37億18百万円となり、28百万円減少いた 

 しました。有形固定資産は19億32百万円となり、33百万円減少いたしました。無形固定資産は34百万円となり、投 

 資その他の資産は17億51百万円となり４百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券が49百万円増加し、 

 差入保証金が22百万円減少したことによるものであります。 

  当第１四半期末の負債合計は44億64百万円となり、前事業年度末に比べ１億86百万円減少いたしました。流動負 

 債は30億45百万円となり、39百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金が１億48百万円増加し、１年内返 

 済予定の長期借入金が１億84百万円減少したことによるものであります。固定負債は14億18百万円となり、１億47 

 百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が84百万円、役員退職慰労引当金が48百万円それぞれ減少した 

 ことによるものであります。 

  当第１四半期末の純資産は23億47百万円となり、前事業年度末に比べ57百万円増加いたしました。主な要因は、 

 利益剰余金が27百万円、その他有価証券評価差額金が29百万円それぞれ増加したことによるものであります。この 

 結果、自己資本比率は、前事業年度末の33.0％から34.5％となりました。 
  
  
（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期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１百万円増加し 、

 ９億96百万円となりました。 

  当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と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） 

   営業活動の結果獲得した資金は１億11百万円となりました。（前年同期は４百万円の獲得） 

   これは主に、税引前四半期純利益が62百万円、減価償却費が46百万円、売上債権の減少額が32百万円、その他の 

 流動資産の減少額が24百万円にな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） 

   投資活動の結果獲得した資金は11百万円となりました。（前年同期比0.1％減） 

   これは主に、定期預金の払戻による収入が84百万円、定期預金の預入による支出が49百万円、有形固定資産の取 

 得による支出が22百万円にな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） 

   財務活動の結果使用した資金は１億21百万円となりました。（前年同期比35.1％減） 

   これは主に、短期借入金の純増加額が１億48百万円、長期借入金の返済による支出が２億69百万円になったこと 

 によるものであります。 

【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



  

  平成21年５月15日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたし

ます。 

  

１．簡便な会計処理 

  (1) たな卸資産の評価方法 

    たな卸高の算出に関しては、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定する方法

    によっております。 

   (2) 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。 

  (3) 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化

   がないと認められるため、前事業年度末決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

   を使用しております。 

      

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。 

      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．会計処理基準に関する事項の変更 

    該当事項はありません。 

 ２．表示方法の変更 

  （四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

   前第１四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

  おりました「差入保証金の増減額」、「その他の流動資産の増減額」及び「その他の流動負債の増減額」は

  重要性が増加したため、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしました。 

   なお、前第１四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「差入保

  証金の増減額」は△3,935千円、「その他の流動資産の増減額」は△7,915千円、「その他の流動負債の増減

  額」は△7,711千円であります。 

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



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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,181,562 1,214,538

受取手形及び売掛金 177,833 210,711

商品及び製品 1,182,680 1,192,235

その他 551,101 576,783

貸倒引当金 △890 △870

流動資産合計 3,092,287 3,193,398

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,053,806 1,085,778

土地 777,494 777,494

その他（純額） 101,344 102,831

有形固定資産合計 1,932,645 1,966,103

無形固定資産 34,550 34,320

投資その他の資産   

投資有価証券 403,787 353,837

差入保証金 872,108 894,816

その他 515,568 538,884

貸倒引当金 △39,700 △40,580

投資その他の資産合計 1,751,764 1,746,959

固定資産合計 3,718,960 3,747,382

資産合計 6,811,248 6,940,781

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 619,864 623,720

短期借入金 780,000 632,000

1年内返済予定の長期借入金 903,560 1,088,274

賞与引当金 26,000 58,000

その他 716,163 682,743

流動負債合計 3,045,587 3,084,738

固定負債   

長期借入金 1,075,125 1,160,040

退職給付引当金 135,663 144,277

役員退職慰労引当金 174,800 223,380

その他 32,929 38,554

固定負債合計 1,418,517 1,566,252

負債合計 4,464,105 4,650,990



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 957,000 957,000

資本剰余金 985,352 985,352

利益剰余金 324,396 296,686

自己株式 △4,605 △4,526

株主資本合計 2,262,143 2,234,511

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84,999 55,279

評価・換算差額等合計 84,999 55,279

純資産合計 2,347,142 2,289,791

負債純資産合計 6,811,248 6,940,781



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,682,010 2,478,692

売上原価 1,711,891 1,521,746

売上総利益 970,118 956,946

販売費及び一般管理費 929,199 887,175

営業利益 40,918 69,770

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,190 4,150

受取手数料 1,785 1,742

その他 944 880

営業外収益合計 6,920 6,774

営業外費用   

支払利息 16,360 14,344

その他 201 152

営業外費用合計 16,562 14,496

経常利益 31,277 62,048

特別利益   

固定資産売却益 1,659 －

貸倒引当金戻入額 1,441 860

特別利益合計 3,101 860

特別損失   

固定資産売却損 140 －

固定資産除却損 97 17

貸倒引当金繰入額 2,500 －

その他 50 －

特別損失合計 2,787 17

税引前四半期純利益 31,591 62,890

法人税等 21,711 35,180

四半期純利益 9,880 27,710



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 31,591 62,890

減価償却費 43,590 46,325

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,500 △32,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,220 3,940

受取利息及び受取配当金 △4,190 △4,150

支払利息 16,360 14,344

売上債権の増減額（△は増加） 68,059 32,878

差入保証金の増減額（△は増加） － 22,707

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,633 9,554

仕入債務の増減額（△は減少） △46,932 △3,856

その他の流動資産の増減額（△は増加） － 24,769

その他の流動負債の増減額（△は減少） － △32,055

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,455 10,525

その他 △22,582 △18,785

小計 65,266 137,088

利息及び配当金の受取額 3,946 3,901

利息の支払額 △12,683 △11,004

法人税等の支払額 △51,904 △18,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,625 111,169

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 △21,000 △49,803

定期預金の払戻による収入 84,000 84,000

有形固定資産の取得による支出 △49,049 △22,328

その他 △2,170 △94

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,780 11,774

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） 100,000 148,000

長期借入金の返済による支出 △246,320 △269,629

配当金の支払額 △41,204 －

その他 △24 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,549 △121,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,144 1,220

現金及び現金同等物の期首残高 1,293,752 995,331

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,122,608 996,552



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  販売実績 

   当第１四半期における販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

   （ＡＶソフト） ＣＤ、ＤＶＤ等の販売を行っております。 

   （楽 器）   ピアノ、管楽器、弦楽器、その他の楽器、楽譜等の販売を行っております。 

           また、楽器の調律、修理等を行っております。      

   （教 室）   音楽教室、カルチャー教室の事業を行っております。   

  

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（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

６．その他の情報

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％） 

       ＡＶソフト                590,480             71.7

    楽器                 860,093              99.7

    教室              1,006,064             103.2

    その他                22,053              108.4

 合計              2,478,692              92.4
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