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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 2,002 △31.0 △228 ― △215 ― △285 ―

21年3月期第1四半期 2,901 ― △180 ― △172 ― △174 ―

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 △17.52 ―

21年3月期第1四半期 △10.69 ―

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 5,019 185 3.7 11.40
21年3月期 5,703 471 8.3 28.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  185百万円 21年3月期  471百万円

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 ― 0.00 0.00

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  有  
 

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

4,600 △19.1 △280 ― △260 ― △330 ― △20.23

通期 10,000 △9.4 △290 ― △250 ― △330 ― △20.23
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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  
（詳細は、５ページ【定性的情報・財務情報等】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） 

（詳細は、５ページ【定性的情報・財務情報等】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 無

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3月期第1四半期 16,841,074株 21年3月期  16,841,074株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  527,071株 21年3月期  526,992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 16,314,043株 21年3月期第1四半期 16,317,029株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断した見通しであり、不確定な要素を含ん
でおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情
報・財務諸表等】 3. 業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間（４月～６月）における我が国の経済情勢は、昨年から続く世界的な金融危機の
影響が引き続き大きく、輸出関連企業を中心とした企業業績低迷や、それに伴う雇用環境の悪化など、国
内経済は低調に推移いたしました。小売業界におきましても、こういった経済環境を背景に、消費マイン
ドの低下が顕著となり、依然として厳しい経営環境が続いております。  
 このような状況のもと、当社は平成20年２月に策定した「中期経営計画」の方針である、 
 『東海エリアのエンタテインメントストアＮｏ.１企業を目指す！』 
 『構造改革の推進により、収益力を改善し、早期の黒字化を実現する！』 
の遂行を最優先課題と捉え、諸施策に取り組んでおります。 
 計画の２年目となる平成22年３月期は、前期に実施した施策による効果を最大化するため、「店舗収益
の向上」「経営の効率化」「従業員の取組意欲向上」の３点を重点課題として、取り組みを進めておりま
す。 
 店舗につきましては、既存店舗の運営改善を中心に取り組みを進めております。なお、期中には不採算
店舗１店舗を閉店したため、当第１四半期末の店舗数は29店舗であります。 
 この他、平成21年４月には「ＴＳＵＴＡＹＡすみや静岡本店」をリニューアルオープンいたしました。
同店舗では、中古ＣＤ・レコード販売のインショップ「ＳＯＵＮＤ ＫＩＴＣＨＥＮ」や、専門知識が豊
富なスタッフがお客様の商品選びをお手伝いをするクラシックコーナーなどを拡充し、ＡＶソフト販売専
門店としての機能を強化しております。 
 また、平成21年７月３日に、昨年６月より改装工事を進めてまいりました当社の旗艦店「ＴＳＵＴＡＹ
Ａすみや三島店」がリニューアルオープンを果たし、連日多くのお客様にご来店頂いております。同店舗
は、約600坪の売場に、当社の主要取扱いアイテムである、ＣＤ・ＤＶＤ販売、ゲームリサイクル（新品
販売、中古販売・買取）、書籍販売、レンタル（ＣＤ・ＤＶＤ・コミック）をフルラインナップした初の
店舗であり、地域No.1店舗としてお客様にご利用頂くために、また、当社の最適な店舗パッケージ構築の
ためのモデル店舗となるべく、今後の運営に注力してまいります。 
 売上高につきましては、20億２百万円となりました。例年、第１四半期は、当社の主要商品であるＡＶ
ソフトの発売タイトル数も少なく、業績は低調に推移いたしますが、当期においては景況感の悪化に伴
う、消費者の節約指向の高まりによる影響なども大きく、また、前年同期末に比べると店舗数が７店舗減
少していることもあり、売上高は減少しております。（ご参考：前年同期比31.0％減、既存店前年同期比
21.5％減） 
 この内訳である、商品別の売上状況につきまして下記のとおりです。 
 ＡＶソフト販売の売上高は12億58百万円となりました。上記のとおり、季節要因や景況感の悪化などに
よる影響が最も大きく、売上は低迷いたしました。（ご参考：前年同期比38.1％減、既存店前年同期比
27.1％減） 
 ゲームソフト販売も市況の悪化に伴い、既存店売上は伸び悩んだものの、本年２月～３月に掛けてゲー
ムリサイクル（中古販売・買取）を導入した７店舗の売上は順調に推移し、売上高は２億53百万円となり
ました。（ご参考：前年同期比6.9％増、既存店前年同期比25.6％減）今後は更なる運営改善を進めるこ
とにより、お客様満足度の高い売り場をご提供することで、売上及び利益率の向上を図ってまいります。
 書籍は、取扱店の退店が影響したため売上高は１億73百万円と前年を下回りましたが、レンタルとの複
合店舗を中心に既存店では堅調に推移いたしました。（ご参考：前年同期比40.8％減、既存店前年同期比
3.4％増） 
 レンタルは、導入から２年を経過した既存店を中心に好調に推移し、売上高は２億22百万円となりまし
た。（ご参考：前年同期比13.5％増、既存店前年同期比10.7％増） 
 この結果、売上総利益は前年同期比２億46百万円減少し５億９百万円、販売費及び一般管理費は全社的
な経費削減に努めた結果前年同期比１億98百万円減少し７億37百万円となりました。これにより、営業損
失は前年同期比48百万円増加し２億28百万円、経常損失は前年同期比42百万円増加し２億15百万円、四半
期純損失は、店舗転貸損失引当金戻入額などの特別利益の計上がありましたが、店舗閉鎖損失引当金繰入
額や減損損失などの特別損失の計上により、前年同期比１億11百万円増加し２億85百万円となりました。

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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 ■（ご参考）商品別売上状況 

 
（注）１．上記の金額に消費税等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て表示しております。 

 ２．「その他（注）」は、ポイントの使用に係る売上高です。 

  

当第１四半期累計期間における当社の財政状態は、総資産は借入金の返済により現金及び預金が減少し
たことや、不採算店の閉店による敷金保証金の減少などにより、前期末比６億84百万円減少し、50億19百
万円となりました。 
 負債総額は、前述の借入金の返済などにより、前期末比３億98百万円減少し、48億33百万円となりまし
た。 
 純資産は、四半期純損失を計上したことにより前期末比２億85百万円減少し、１億85百万円となりまし
た。 
  
 なお、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・フローは、税引前四半期純損失であったことなどにより、前年同四半期末
比40百万円支出減となり、１億21百万円の純支出となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入などにより、前年同四半期末
比56百万円収入増となり、１億26百万円の純収入となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより、前年同四半期末比１億88百万円支出
増となり、３億３百万円の純支出となりました。 
 この結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末比１億52百万円減少し、２
億87百万円となりました。（ご参考：前期末比２億98百万円減少） 
  

当社は、主力商品であるＡＶソフト業界全体の低迷に加え、景気の悪化による消費者の購買マインドの
急激な低下などの影響により引き続き厳しい経営環境が続くものと想定し、平成21年５月12日に公表いた
しました平成22年３月期の第２四半期累計期間及び通期業績予想を修正しております。 
 詳細につきましては、本日（平成21年８月６日）に公表いたしました「特別利益・特別損失の発生及び
平成21年３月期業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

前第1四半期 当第1四半期 前期

(自 平成20年4月1日 (自 平成21年4月1日 増 減 (自 平成20年4月1日

  至 平成20年6月30日)   至 平成21年6月30日)   至 平成21年3月31日)

金額（千円）
構成比 

（％）
金額（千円）

構成比 

（％）
金額（千円）

増減率 

（％）
金額（千円）

構成比 

（％）

ＣＤ 1,136,862 39.2 703,857 35.2 △ 433,004 △ 38.1 4,155,592 37.7

ＤＶＤ 837,255 28.9 510,456 25.5 △ 326,799 △ 39.0 3,138,646 28.4

その他 59,126 2.0 44,105 2.2 △ 15,021 △ 25.4 250,930 2.3

音楽映像ソフト計 2,033,244 70.1 1,258,419 62.9 △ 774,825 △ 38.1 7,545,169 68.4

ゲーム 236,647 8.2 253,061 12.6 16,414 6.9 1,050,604 9.5

書 籍 293,432 10.1 173,827 8.7 △ 119,604 △ 40.8 1,045,938 9.5

その他 111,243 3.8 61,695 3.1 △ 49,548 △ 44.5 379,507 3.4

物販計 2,674,567 92.2 1,747,004 87.3 △ 927,563 △ 34.7 10,021,220 90.8

レンタル計 196,328 6.8 222,846 11.1 26,518 13.5 840,822 7.6

  その他（注） 30,610 1.0 32,274 1.6 1,663 5.4 173,833 1.6

合 計 2,901,506 100.0 2,002,125 100.0 △ 899,380 △ 31.0 11,035,876 100.0

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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当第１四半期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定する方法によっております。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、前事業年度の第３四半期会計期間より、退職給付債務の計算について、従来の原則法から

簡便法に変更したため、前第１四半期会計期間と当第１四半期会計期間で退職給付債務の計算方法が

異なっております。なお、前第１四半期会計期間に変更後の退職給付債務を適用した場合、当該期間

の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は2,681千円減少しております。 

  

当社は、平成19年３月期以降、３期連続で営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し

ていることに加え、平成22年３月期の通期業績予想においても営業損失となることを見込んでおりま

す。当該状況により、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状

況が存在しております。 

 当社は、このような状況を改善するため、収益力強化のための営業施策を見直すと共に、親会社であ

る株式会社ＣＣＣとの連携強化、財務体質の改善、本社・本部部門のスリム化による固定費の削減など

の構造改革をこれまで以上に実施することが急務であると判断し、平成20年２月に「中期経営計画」を

策定いたしました。 

 計画の初年度である平成21年３月期は、店舗改装・不採算店舗の撤退などの収益改善策や、新人事制

度の導入による人事制度改革に加え、株式会社ＣＣＣを割当先とした第三者割当増資による資本増強

や、同社との物流統合・システム統合など、抜本的な構造改革やコスト削減策を実行し、一定の成果を

得ております。 

 平成22年３月期につきましては、急激な景気の悪化などの影響による当第１四半期の業績の影響など

を鑑み、業績予想の修正を行っておりますが、引き続きこの中期経営計画に則り、各種施策の実行を進

めることにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義は解消することが可能だと

考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められず、平成21年３月期末より「継続企業

の前提に関する注記」を除外しております。 

  
  

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

（簡便な会計処理）

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の配賦方法

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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

①退職給付債務の計算方法の変更

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 287,330 585,565

受取手形及び売掛金 96,220 141,130

商品 2,448,100 2,473,189

その他 184,363 291,850

流動資産合計 3,016,016 3,491,735

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 176,093 195,092

土地 109,337 109,337

リース資産（純額） 8,209 11,472

その他（純額） 220,280 225,471

有形固定資産合計 513,920 541,374

無形固定資産 60,449 52,621

投資その他の資産   

投資有価証券 1,881 1,864

敷金及び保証金 1,157,275 1,337,849

賃貸不動産（純額） 186,628 189,289

その他 83,323 88,847

投資その他の資産合計 1,429,109 1,617,851

固定資産合計 2,003,479 2,211,847

資産合計 5,019,495 5,703,582

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 592,051 636,918

短期借入金 3,100,000 3,400,000

リース債務 9,773 11,075

未払法人税等 9,974 24,840

賞与引当金 3,355 7,174

店舗閉鎖損失引当金 174,032 196,056

その他 379,883 390,114

流動負債合計 4,269,071 4,666,180

固定負債   

リース債務 6,719 8,715

退職給付引当金 174,532 169,140

役員退職慰労引当金 1,316 1,316

店舗転貸損失引当金 14,748 16,595

その他 367,205 369,934

固定負債合計 564,521 565,702

負債合計 4,833,593 5,231,882
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（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 1,747,500 1,747,500

資本剰余金 1,747,500 1,747,500

利益剰余金 △3,279,879 △2,994,075

自己株式 △29,228 △29,223

株主資本合計 185,891 471,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 －

評価・換算差額等合計 10 －

純資産合計 185,901 471,700

負債純資産合計 5,019,495 5,703,582
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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）

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 2,901,506 2,002,125

売上原価 2,145,059 1,492,655

売上総利益 756,446 509,469

販売費及び一般管理費 936,697 737,849

営業損失（△） △180,250 △228,379

営業外収益   

受取賃貸料 42,727 44,282

受取手数料 19,996 14,339

雑収入 1,751 1,849

営業外収益合計 64,475 60,471

営業外費用   

支払利息 16,092 5,785

賃貸収入原価 40,238 40,815

雑損失 563 1,116

営業外費用合計 56,894 47,717

経常損失（△） △172,670 △215,626

特別利益   

店舗転貸損失引当金戻入額 － 1,040

役員退職慰労引当金戻入額 3,749 －

特別利益合計 3,749 1,040

特別損失   

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 13,595

減損損失 － 52,135

固定資産除却損 － 901

特別損失合計 － 66,631

税引前四半期純損失（△） △168,920 △281,218

法人税、住民税及び事業税 5,455 4,586

法人税等合計 5,455 4,586

四半期純損失（△） △174,375 △285,804
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(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   

税引前四半期純損失（△） △168,920 △281,218

減価償却費 33,584 31,803

減損損失 － 52,135

固定資産除却損 － 901

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △22,539 △22,023

店舗転貸損失引当金の増減額（△は減少） △657 △1,847

退職給付引当金の増減額（△は減少） △78,726 5,392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,562 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,474 △3,819

ポイント引当金の増減額（△は減少） △571 －

受取利息及び受取配当金 △34 △71

支払利息 16,092 5,785

売上債権の増減額（△は増加） 91,890 67,185

たな卸資産の増減額（△は増加） 158,735 25,104

仕入債務の増減額（△は減少） △58,030 △50,872

その他 △62,253 75,586

小計 △117,466 △95,958

利息及び配当金の受取額 34 246

利息の支払額 △15,817 △5,414

法人税等の支払額 △28,097 △19,981

営業活動によるキャッシュ・フロー △161,348 △121,107

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 △161 △40,398

敷金及び保証金の差入による支出 △2,784 △867

敷金及び保証金の回収による収入 67,936 183,442

無形固定資産の取得による支出 △4,030 △14,732

その他 8,870 △1,268

投資活動によるキャッシュ・フロー 69,830 126,175

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 △300,000

自己株式の取得による支出 △141 △4

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △14,862 △3,297

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,003 △303,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206,521 △298,234

現金及び現金同等物の期首残高 646,038 585,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 439,516 287,330
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当第１四半期会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日） 
 該当事項はありません。 

  

  
当第１四半期会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日） 
 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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