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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 6,911 △13.3 △1,785 ― △1,824 ― △2,847 ―
20年6月期 7,968 △24.6 △1,169 ― △1,226 ― △1,220 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 △42,386.60 ― ― △64.4 △25.8
20年6月期 △20,044.50 ― △52.6 △29.3 △14.7

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―百万円

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6月期 1,449 △807 △61.2 △13,215.67
20年6月期 4,217 1,992 45.3 28,457.85

（参考） 自己資本   21年6月期  △887百万円 20年6月期  1,911百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年6月期 △1,367 435 △34 463
20年6月期 △687 △253 1,239 1,432

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年6月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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）

 当社連結子会社株式会社パルマファイナンシャルサービシーズは、当連結会計年度において売却しており、平成22年6月期の業績予想は個別業績予想
となります。 

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 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



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）  有  

(注) 詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社パルマファイナンシャルサ
ービシーズ

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期 67,226株 20年6月期 67,226株
② 期末自己株式数 21年6月期  54株 20年6月期  54株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 6,721 △14.3 △1,819 ― △1,839 ― △2,847 ―
20年6月期 7,839 △25.0 △1,144 ― △1,183 ― △1,285 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年6月期 △42,385.24 ―
20年6月期 △21,110.19 ―

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6月期 1,438 △818 △61.7 △13,208.07
20年6月期 4,171 1,980 45.8 28,464.08

（参考） 自己資本 21年6月期  △887百万円 20年6月期  1,911百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績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いております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結
果となる可能性があります。  
 上記の業績予想に関する事項につきましては、４ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

4,700 46.9 △60 ― △70 ― △70 ― △1,041.26

通期 10,300 31.4 40 ― 20 ― 20 ― 297.50



（当連結会計年度の経営成績）  

  当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融・経済危機を背景として、輸出関連産業を中心

に企業収益が大幅に減少し、民間設備投資や雇用情勢の急速な悪化など、景気は大幅な後退局面で推移

しました。  

  このような状況の中、当社は、美容系ヒット商品の拡大による売上増と、媒体費の 適化による販売

管理費の低減などの施策を通し経営基盤強化に努めて参りました。同時に、アパレル系商品など新たな

カテゴリーの開発や当社保有のＣＳ放送メディアを生かした事業の推進といった試みを進めましたが、

成果を創出するには至りませんでした。ヒット商品の不足と新しい商品開発によるリカバリーの遅れ、

適メディアへの展開の遅れによる売上高の減少やこれに伴う卸売商材の減少等も相俟って、売上高は

69億11百万円（前年同期比13.3％減）、営業損失は17億85百万円（前年同期比6億15百万円減）、経常

損失が18億24百万円（前年同期比5億97百万円減）となりました。また、子会社の取引先が民事再生手

続き開始の申立をおこなったことに伴う貸倒引当金繰入額5億68百万円と子会社の事業譲渡に伴う事業

撤退損1億83百万円等を特別損失に計上したため、当期純損失は28億47百万円（前年同期比16億26百万

円減）となりました。  

  

 各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。  

  

（物販事業） 

・メディア営業事業  

  メディア営業事業におきましては、オリジナル商品開発の企画から上市までの加速を進め、インター

ネットとの相乗を含めたプロモーション強化による売上高の伸張、またベスト電器、伊藤忠商事との業

務資本提携により両社のもつ幅広い商材を活かしたライフスタイル提案型の新しいＴＶショッピングプ

ラットフォームの確立を当期の施策として掲げ業務遂行してまいりました。期中にリリースした美容系

商品のヒットもありましたが当該商品の生産体制不足による出荷の遅れ、ヒット商品の不足や新しいプ

ラットフォームをめざして先行投資的放送による媒体効率の悪化により、厳しい状況で推移しました。 

 この結果、当部門の売上高は47億32百万円（前年同期比8.2％減）となりました。  

・ホールセール事業 

  ホールセール事業におきましては、直接取引店舗の拡大と他社通販卸チャンネルの強化を施策として

掲げ取り組んでまいりましたが、卸売商材の一巡、人気商品供給不足による出荷遅れ、また個人消費マ

インドの低下の影響もあり、売上高は前年の実績を大幅に下回りました。  

 この結果、当部門の売上高は19億89百万円（前年同期比25.9％減）となりました。  

（金融事業）  

  主にトランクルーム事業者向けを対象とした入金管理・賃貸保証業務においては、引き続き新規トラ

ンクルーム事業者との業務提携契約が進み、賃料保証契約数は7,524件となりました。また、パルマ速

払いサービスというパート・アルバイト向け給料日前希望日払いＡＳＰサービスについては、物流関連

事業会社向け中心の営業が功を奏し新規契約の獲得につながり累計契約社数32社を対象にサービス提供

を行っております。  

 当部門の売上高は平成21年5月迄の11ヶ月累計で1億89百万円（前連結会計年度は12ヶ月累計1億29百

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

㈱プライム（2684）　平成21年６月期決算短信

3



万円）となりました。  

しかしながらサブプライムローン問題の長期化に起因する金融市場の信用収縮等ファイナンス事業を取

り巻く環境が極めて厳しいことに加え、当社中核事業への経営資源の集中と言う観点からファイナンス

関連事業（消費者向け債権等）の他社への譲渡を行い事業撤退損84百万円を計上しました。また前述の

とおり、当事業での取引先が平成21年4月30日に東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申立を行った

ことに伴い5億68百万円の貸倒引当金を計上しました。  

 さらに、当社はこの機にノンコア事業であるパルマファイナンシャルサービシーズを分離することを

決定し、そのリソースを活用して頂ける企業に株式及び子会社貸付金を譲渡し事業撤退損98百万円を計

上しました。  

  

（次期の見通し）  

  当社グループの物販事業では、美容・健康・フィットネスをテーマとしたオリジナル商品開発の加速

及びプロモーションの強化による売上獲得と新たなＴＶショッピング番組制作によるショッピングプラ

ットフォームの確立に向けスタートしております。 

 メディア営業事業では、テレビ媒体費用の効率的アロケーション、当社保有のＣＳ放送メディアであ

りますプライム365．tvの放送プラットフォームとしての機能強化と売上拡大、安定的収益確保のため

のＣＲＭ強化、インターネット・モバイルの新しい仕組み作り及びリピート販売促進、コストダウンに

よる効率化を追及してまいります。  

 ホールセール事業では、営業人員強化により直接取引法人の店舗への商品供給量を拡大します。メデ

ィア効果を利用した店頭販売促進と店舗ルートの更なる新規開拓及び売上総利益率の改善を目指してま

いります。  

  

 以上により、次期の業績の見通しとしましては、売上高103億円、経常利益20百万円、当期純利益20

百万円を見込んでおります。  
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①資産、負債及び純資産の状況 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,187百万円減少し1,264百万円となりました。これは、主に現

金及び預金及び営業貸付金の減少によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ579百万円減少し185百万円となりました。これは、主に投資有

価証券の減少によるものであります。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ377百万円減少し1,771百万円となりました。これは、主に短期

借入金の減少によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ409百万円増加し485百万円となりました。これは、主に長期借

入金の増加によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ2,799百万円減少し△807百万円となりました。これは、主に利益

剰余金の減少によるものであります。 

 ②キャッシュ・フローの状況   

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ968百万円減少し、当連結会計年度末には463百万円となりました。  

 キャッシュ・フローの内訳は下記のとおりであります。  

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー  

 営業活動の結果、支出した資金は1,367百万円（前連結会計年度は支出した資金687百万円）となりま

した。  

 これは主に、税金等調整前当期純損失2,844百万円、貸倒引当金繰入額568百万円、事業撤退損183百

万円、減損損失123百万円、たな卸資産の減少額133百万円及び仕入債務の増加額173百万円によるもの

であります。  

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資活動の結果、取得した資金は435百万円（前連結会計年度は支出した資金253百万円）となりまし

た。  

 これは主に、投資有価証券の売却による収入307百万円及び定期預金の払戻による収入160百万円によ

るものであります。  

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー  

 財務活動の結果、支出した資金は34百万円（前連結会計年度は取得した資金1,239百万円）となりま

した。  

 これは主に、短期借入金の返済による支出574百万円及び長期借入れによる収入580百万円によるもの

であります。  

 キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期

自己資本比率 36.9％ 65.7％ 45.3％ △61.2％

時価ベースの自己資本比率 51.7％ 89.3％ 51.8％ 74.5％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ 4.3％ － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ 10.7倍 － －
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自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

※ 1．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

※ 2．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。  

※ 3．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。  

※ 4．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

  

  

  

当社は、当社を取り巻く利害関係者と良好な関係を構築又は維持し、社会に貢献しながら発展してい

きたいと考えております。とりわけ株主の皆様には、経営成績に応じた成果の配分を行うことを基本

に、配当性向30％を目処としながらも、継続的な配当が行えるようなバランスを勘案し利益処分を決定

してまいります。  

 当期の財務状況により、当期の配当につきましては誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる

事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に向け努

力しております。  

 本項においては、将来に関する事項も含まれておりますが、当連結会計年度末現在において判断した

ものであります。  

① 特有の法的規制に係るもの  

 当社は無店舗販売である通信販売業を営み、お客様に対して、商品の特性をわかり易く、より具体的

に説明し、訴求力を高めております。平成15年8月29日に厚生労働省が健康増進法の一部を改正する法

律を施行し、また、景品表示法も平成15年11月23日より改正されております。これらの法律は、食品全

般の広告について著しく事実と相違または誤認させる表示をしてはならない、または不実証広告を対象

とした規制の拡大となっております。  

 当社は以前より、映像並びにカタログにおいて、表現・表示等には細心の注意を払っておりますが、

法規制が拡大された以降は主観的・抽象的内容を再度見直し、不当表示、表現を防止する委員会を社内

に設置しております。具体的根拠としてバックデーターを充実する等により、映像制作やカタログ制作

に要する時間は必然的に長くなり、年間の新商品リリース点数が少なくなる場合があります。  

② 為替変動に係るもの  

 当社の商品開発は、国内の商社やメーカー並びに海外の業者との直接交渉から成り立っております。

しかし、国内外間の取引を問わず、商品の製造の大半は海外生産であり、そのため為替の変動リスクが

常につきまとっております。 

③ 顧客情報に係るもの  

 当社のビジネスにおいては、顧客情報（個人情報）の大切さ、重要性を十分理解しつつ、情報管理業

務を遂行しています。平成17年4月より個人情報保護法が完全施行され、個人情報の漏洩が社会的な関

心事になっています。そのなか当社は、平成16年9月にプライバシーマーク（平成10年4月1日より

（財）日本情報処理開発協会が通商産業省（現経済産業省）の個人情報保護ガイドラインに準拠して個

人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を認定する制度）を取得いたしました。そして、役職員・

パートタイマー並びにアウトソーサー等への継続的な教育を徹底しております。しかしながら、顧客情

報（個人情報）が流失した場合、会社の信頼、評価が揺らぎかねないリスクを内包しております。  

④ 訴訟等の発生に係るもの  

 当社が取り扱う商品には知的所有権を有するものも少なくはなく、商品開発時点において精査するよ

うに心がけております。特に、当社オリジナル商品（販売独占権等を有する商品）については、特許

権・意匠権・商標権及び実用新案権等の登録状況を調査または専門家の意見を聴取することにしており

ますが、販売活動中、訴訟になり得る可能性もあり、訴訟の結果如何によっては業績に影響を及ぼす可

能性があります。  

⑤ アウトソーシングに係るもの  

 当社は経営資源である人材等を有効活用する為、インバウンド業務（受注）・物流業務等についてア

ウトソーシングしております。多数の人員及び専門的知識、ノウハウを要する業務については、人員の

確保・労務管理・人材育成等にかかるコストを省き、かつ専門会社への委託により、質の高いサービス

をお客様に提供する為に外部の経営資源を有効活用することとしております。しかし、今後においてア

ウトソーサーとの契約の解消または変更を余儀なくされた場合、受注効率の悪化及び顧客サービスの低

(4) 事業等のリスク
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下並びに事業コスト負担の増大等をもたらし、一時的に当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑥ 天災地変等に係るもの  

 当社は放送という電波を利用したＴＶショッピングを主体事業としており、店舗となる放送は、地上

波放送局、ＢＳ・ＣＳ衛星放送局、ＣＡＴＶ局で全国展開しています。  

 また、アウトソーサーとのネットワークを形成しておりますので、どの地域においても大規模な災害

等が発生した場合は、業績に影響を及ぼします。特に、東海地区においては、名古屋市に本社機能と名

古屋市郊外に物流機能を有しており、同地域で東海地震等の大規模災害が発生した場合、経営に大きな

支障が出る可能性があります。 
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当社グループは、前連結会計年度において1,169百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度におい

ても1,785百万円の営業損失を計上しております。 また、当連結会計年度において2,847百万円の当期

純損失を計上した結果、純資産が807百万円のマイナスと債務超過の状態となっております。これらの

状況により、継続企業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。当社グループ

は当該状況を解消すべく、新たに３ヵ年事業計画を策定し、その遂行により重要な疑義は解消できるも

のと考えております。  

 なお、詳細については、21ページの「継続企業の前提に関する注記」をご覧ください。  

 財務面においては、第三者割当増資等による資金調達を行うことにより、自己資本の充実と安定した

財務体質への転換を図ってまいります。  

 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。  

 なお、連結財務諸表は上記の事業計画及び追加資金調達が実行される前提のもと、継続企業を前提と

して作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりませ

ん。  

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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 当社の企業集団は、当社及び子会社１社で構成され、ＴＶショッピングを中心とした物販事業を行ってお

ります。  

 プライムハーバープロダクツ株式会社は、化粧品・栄養補助食品の企画開発・販売等を行っております。 

 なお、株式会社パルマファイナンシャルサービシーズは、売却しております。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社は設立以来、「FAST＆FLEXIBLE」を信条とし、早い決断力と行動で、環境変化に対応してまいり

ました。今後に関しましては、パブリックカンパニーとしての使命を認識し、企業体質の強化、企業価

値の向上及びキャッシュ・フロー経営を推進して、お取引先様、そして株主の皆様から支持を受けるユ

ニークで独自のサービスをもった企業を目指してまいります。  

 また、多様化するお客様のニーズに対応するため「Voice Circle」という仕組みを構築しておりま

す。この活動は、お客様の満足度を高めていきたいという共通認識のもと、お客様の声を取り入れ、そ

れを活用していくシステムです。商品やサービス等の問題点を洗い出し、よりよい改善策や付加価値を

提供することを私たちの喜びとし、お客様視点での活動を行っています。  

  

当社は、収益性の高い経営基盤の確立を目指しており、具体的には、売上総利益率の改善並びに仕入

改革・経費の削減などによる営業利益の確保、或いは経常利益の向上など、損益分岐点を重視した財務

体質の改善を図りバランスのとれた企業への成長を目指してまいります。 

  

当社グループは、平成21年6月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画（Shared Value 2008）を策定

し、①プライムショッピングのブランド構築、②24時間365日のエンターテインメントショッピングエ

ンジンの構築、③全メディア配信体制の構築を中期ビジョンとし、企業価値の向上を目指してまいりま

す。    

①プライムショッピングのブランド構築では、顧客が求めている嗜好及びライフスタイルを先取りし

て、その商品市場を作り、ターゲットを狙った商品開発、媒体政策から売上増を図ります。お客様の暮

らしに感動を提供することを共通の価値観としてプライムブランドを確立します。  

②24時間365日のエンターテインメントショッピングエンジンの構築では、家電とアパレル商材を安定

的に販売する新たなホームショッピングチャンネルを立ち上げると共に、当社保有のＣＳ放送メディア

でありますプライム365.tvでの販売量を増加、強化して参ります。 

③全メディア配信体制の構築では、商品別・チャネル別の標的市場の選定を行い、インフォマーシャル

やホームショッピングによるＴＶメディアの配信強化のほか、インターネット、モバイルおよび新聞、

雑誌、チラシなどとの連動、顧客データの活用と会員サービスの拡充、イベント販売などにより新しい

通販市場の獲得を行います。  

  

 当社の経営基盤は、収益性・成長性・安定性の各要素から成り立っております。そのためにはオリジ

ナル商品開発と映像制作の加速、品質管理体制の強化、コンプライアンスを重視し、お客様にとっての

安心・安全そして満足を提供することと考えております。  

 第15期の重点施策として、以下の項目を実施してまいります。  

①媒体・ウェブ戦略の見直し  

 不採算長尺放送枠を大幅に削減し、媒体の効率化を推し進める一方で、地上波キー局(東名阪) 

 中心の短尺スポット（90秒・60秒）運用に重点を移し大都市圏へプライムショッピングブラン 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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 ドと商品認知の向上を狙います。同時に短尺スポットによるウェブ・モバイルサイトへの誘導 

 、サイトの露出拡大と機能改善を図り、ウェブ、モバイルによる受注の 大化を目指します。  

②勝ちパターンの商品開発プロセスの再構築  

 当社が今までに築いてきた顧客基盤200万人を顧客分析と 適プロモーションへ活用し、新商品 

  の先行告知販売とフィードバックに基づく商品のブラッシュアップと番組制作を行い、勝ちパ 

 ターンを十分認識した上での、当社の得意分野での商品開発を行います。  

③商品開発から営業販売へ至るまでの機能強化を目指した組織改革  

 本年7月、これまでのチャネル毎営業販売体制を見直し、商品開発機能の充実と、営業販売体制  

 の強化を目指した組織改革を実施致しました。  

 これにより、商品企画力や上市へ至るまでの機能を強化し、市場での商品展開から販売へ至る  

 までを一貫性を持って進める体制を整え終えました。  

④新たな収益モデルの確立  

  当社が保有する365.tvと言ったメディア・プラットフォームの活用他、大手流通事業者との間 

  で有する良好な関係などに基づいた、新しい収益モデルの確立を急ぎます。これにより既存の 

  メディア営業事業とホールセール事業による収益を補完し、商品に依存しない安全な収益基盤 

  を獲得します。  

⑤資本・業務パートナーとの連携による新分野の開拓  

 大株主である伊藤忠商事、ベスト電器との協働による様々な新施策を今後も継続検討しており 

  ます。ウェブプラットフォームの構築やインターネットＴＶ事業へのコンテンツ提供、家電番 

 組の制作、放送、また保険・旅行ビジネス等無形サービスのテレビショッピングでの取り組み 

 に着手いたします。  
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※3 1,602,242 ※3 483,999 

受取手形及び売掛金 472,652 410,621 

有価証券 10,038 － 

営業貸付金 752,499 － 

たな卸資産 457,880 － 

商品 － 286,118 

貯蔵品 － 1,186 

その他 174,256 83,272 

貸倒引当金 △17,429 △900 

流動資産合計 3,452,140 1,264,297 

固定資産 

有形固定資産 

建物 35,008 － 

減価償却累計額 △6,294 － 

建物（純額） 28,714 － 

車両運搬具 12,996 12,996 

減価償却累計額 △2,843 △7,146 

車両運搬具（純額） 10,153 5,850 

工具、器具及び備品 80,018 － 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,010 － 

工具、器具及び備品（純額） 57,008 － 

有形固定資産合計 95,875 5,850 

無形固定資産 

ソフトウエア 65,481 － 

電話加入権 305 － 

その他 116 － 

無形固定資産合計 65,903 － 

投資その他の資産 

投資有価証券 549,442 138,197 

差入保証金 52,417 41,471 

その他 1,360 － 

投資その他の資産合計 603,220 179,669 

固定資産合計 764,999 185,519 

資産合計 4,217,140 1,449,817 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 289,415 463,230 

短期借入金 1,200,000 650,000 

1年内返済予定の長期借入金 24,940 135,996 

未払金 573,706 498,991 

通貨オプション 4,948 － 

未払法人税等 3,960 4,758 

未払消費税等 800 － 

賞与引当金 3,910 1,246 

その他 47,505 17,187 

流動負債合計 2,149,187 1,771,410 

固定負債 

長期借入金 － 405,005 

退職給付引当金 16,260 21,059 

役員退職慰労引当金 59,440 59,440 

固定負債合計 75,700 485,504 

負債合計 2,224,888 2,256,914 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,184,717 1,184,717 

資本剰余金 1,413,113 1,413,113 

利益剰余金 △621,719 △3,469,176 

自己株式 △16,461 △16,197 

株主資本合計 1,959,649 △887,543 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △48,078 △179 

評価・換算差額等合計 △48,078 △179 

新株予約権 68,965 68,965 

少数株主持分 11,715 11,659 

純資産合計 1,992,252 △807,097 

負債純資産合計 4,217,140 1,449,817 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 7,968,863 6,911,075 

売上原価 3,452,262 3,323,712 

売上総利益 4,516,601 3,587,363 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 3,410,271 382,108 

放送費 － 2,684,628 

物流費 547,767 551,644 

販売手数料 359,168 341,547 

賞与引当金繰入額 3,910 1,246 

退職給付費用 4,137 5,976 

貸倒引当金繰入額 13,151 3,556 

その他 1,347,387 1,401,735 

販売費及び一般管理費合計 5,685,793 5,372,443 

営業損失（△） △1,169,191 △1,785,079 

営業外収益 

受取利息 3,957 2,250 

受取配当金 4,611 4,342 

投資有価証券売却益 11,309 20,000 

仕入割引 － 12,656 

その他 3,459 12,253 

営業外収益合計 23,338 51,502 

営業外費用 

支払利息 － 4,545 

投資有価証券売却損 4,537 53,992 

支払手数料 － 22,673 

デリバティブ評価損 20,320 － 

為替差損 36,288 － 

株式交付費 12,358 － 

その他 7,244 9,590 

営業外費用合計 80,748 90,802 

経常損失（△） △1,226,602 △1,824,379 

特別利益 

固定資産売却益 ※1 5,540 － 

持分変動利益 764 － 

貸倒引当金戻入額 900 3,563 

特別利益合計 7,205 3,563 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 568,888 

減損損失 － ※2 123,168 

投資有価証券評価損 － 111,573 

たな卸資産評価損 － 36,879 

事業撤退損 － 183,624 

特別損失合計 － 1,024,134 

税金等調整前当期純損失（△） △1,219,396 △2,844,951 

法人税、住民税及び事業税 2,395 2,297 

法人税等合計 2,395 2,297 

少数株主利益 △798 △55 

当期純損失（△） △1,220,993 △2,847,192 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 903,375 1,184,717 

当期変動額 

新株の発行 281,342 － 

当期変動額合計 281,342 － 

当期末残高 1,184,717 1,184,717 

資本剰余金 

前期末残高 1,131,771 1,413,113 

当期変動額 

新株の発行 281,342 － 

当期変動額合計 281,342 － 

当期末残高 1,413,113 1,413,113 

利益剰余金 

前期末残高 709,943 △621,719 

当期変動額 

剰余金の配当 △110,669 － 

自己株式の消却 － △263 

当期純損失（△） △1,220,993 △2,847,192 

当期変動額合計 △1,331,663 △2,847,456 

当期末残高 △621,719 △3,469,176 

自己株式 

前期末残高 △16,360 △16,461 

当期変動額 

自己株式の取得 △101 － 

自己株式の消却 － 263 

当期変動額合計 △101 263 

当期末残高 △16,461 △16,197 

株主資本合計 

前期末残高 2,728,729 1,959,649 

当期変動額 

新株の発行 562,684 － 

剰余金の配当 △110,669 － 

当期純利益 △1,220,993 △2,847,192 

自己株式の取得 △101 － 

当期変動額合計 △769,080 △2,847,192 

当期末残高 1,959,649 △887,543 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,487 △48,078 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△49,566 47,899 

当期変動額合計 △49,566 47,899 

当期末残高 △48,078 △179 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,487 △48,078 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△49,566 47,899 

当期変動額合計 △49,566 47,899 

当期末残高 △48,078 △179 

新株予約権 

前期末残高 － 68,965 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 68,965 － 

当期変動額合計 68,965 － 

当期末残高 68,965 68,965 

少数株主持分 

前期末残高 11,839 11,715 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △123 △55 

当期変動額合計 △123 △55 

当期末残高 11,715 11,659 

純資産合計 

前期末残高 2,742,056 1,992,252 

当期変動額 

新株の発行 562,684 － 

剰余金の配当 △110,669 － 

当期純損失（△） △1,220,993 △2,847,192 

自己株式の取得 △101 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,275 47,843 

当期変動額合計 △749,804 △2,799,349 

当期末残高 1,992,252 △807,097 

㈱プライム（2684）　平成21年６月期決算短信

18



(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７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 

税金等調整前当期純損失（△） △1,219,396 △2,844,951 

減価償却費 39,959 32,663 

貸倒引当金繰入額 － 568,888 

たな卸資産評価損 － 36,879 

減損損失 － 123,168 

事業撤退損 － 183,624 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,894 △628 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,840 △2,664 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,111 4,799 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,320 － 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 － 

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） △8,000 － 

受取利息及び受取配当金 △8,568 △6,593 

デリバティブ評価損益（△は益） 57,212 △4,948 

有形固定資産除売却損益（△は益） △5,540 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △6,772 33,992 

投資有価証券評価損益（△は益） － 111,573 

株式交付費 12,358 － 

売上債権の増減額（△は増加） 490,301 47,290 

営業貸付金の増減額（△は増加） △14,289 69,019 

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,068 133,638 

仕入債務の増減額（△は減少） 152,861 173,814 

未払金の増減額（△は減少） △8,048 △69,058 

未収消費税等の増減額（△は増加） － 3,248 

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,577 － 

その他 △774 36,598 

小計 △693,721 △1,369,642 

利息及び配当金の受取額 9,016 6,752 

利息の支払額 － △2,440 

法人税等の還付額 1,096 － 

法人税等の支払額 △4,113 △2,000 

営業活動によるキャッシュ・フロー △687,722 △1,367,332 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入 210,091 307,020 

投資有価証券の取得による支出 △380,743 － 

有形固定資産の売却による収入 21,113 － 

有形固定資産の取得による支出 △97,065 △3,280 

無形固定資産の取得による支出 △43,405 △24,320 

差入保証金の回収による収入 45,308 1,680 

差入保証金の差入による支出 △58,533 △1,734 

定期預金の払戻による収入 50,000 160,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

－ △4,362 

その他 231 29 

投資活動によるキャッシュ・フロー △253,003 435,032 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,300,000 － 

短期借入金の返済による支出 △538,400 △574,940 

長期借入れによる収入 － 580,000 

長期借入金の返済による支出 △33,360 △38,999 

株式の発行による収入 553,073 － 

新株予約権の発行による収入 67,657 － 

自己株式の取得による支出 △101 － 

配当金の支払額 △109,154 △879 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,239,715 △34,818 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,162 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 298,989 △968,281 

現金及び現金同等物の期首残高 1,133,291 1,432,281 

現金及び現金同等物の期末残高 1,432,281 463,999 
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前連結会計年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

当社グループは、前連結会計年度において1,169,191千円の営業損失を計上し、当連結会計年度にお

いても1,785,079千円の営業損失を計上しております。 また、当連結会計年度において2,847,192千円

の当期純損失を計上した結果、純資産が807,097千円のマイナスと債務超過の状態となっております。 

 これらの状況により、継続企業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。  

 当社グループは当該状況を解消すべく、３ヵ年事業計画を策定し、その遂行により重要な疑義は解消

できるものと考えております。  

①媒体・ウェブ戦略の見直し  

 不採算長尺放送枠を大幅に削減し、媒体の効率化を推し進める一方で、地上波キー局（東名阪）中心

の短尺スポット（90秒・60秒）運用に重点を移し大都市圏へプライムショッピングブランドと商品認知

の向上を狙います。同時に短尺スポットによるウェブ・モバイルサイトへの誘導、サイトの露出拡大と

機能改善を図り、ウェブ、モバイルによる受注の 大化を目指します。  

②勝ちパターンの商品開発プロセスの再構築  

 当社が今までに築いてきた顧客基盤200万人を顧客分析と 適プロモーションへ活用し、新商品の先

行告知販売とフィードバックに基づく商品のブラッシュアップと番組制作を行い、勝ちパターンを十分

認識した上での、当社の得意分野での商品開発を行います。  

③商品開発から営業販売へ至るまでの機能強化を目指した組織改革  

 本年7月、これまでのチャネル毎営業販売体制を見直し、商品開発機能の充実と、営業販売体制の強

化を目指した組織改革を実施致しました。  

これにより、商品企画力や上市へ至るまでの機能を強化し、市場での商品展開から販売へ至るまでを一

貫性を持って進める体制を整え終えました。  

④新たな収益モデルの確立  

 当社が保有する365.tvと言ったメディア・プラットフォームの活用他、大手流通事業者との間で有す

る良好な関係などに基づいた、新しい収益モデルの確立を急ぎます。これにより既存のメディア営業事

業とホールセール事業による収益を補完し、商品に依存しない安全な収益基盤を獲得します。  

⑤資本・業務パートナーとの連携による新分野の開拓  

 大株主である伊藤忠商事、ベスト電器との協働による様々な新施策を今後も継続検討しております。

ウェブプラットフォームの構築やインターネットTV事業へのコンテンツ提供、家電番組の制作、放送、

また保険・旅行ビジネス等無形サービスのテレビショッピングでの取り組みに着手いたします。  

  財務面においては、第三者割当増資等による資金調達を行うことにより、自己資本の充実と安定した

財務体質への転換を図ってまいります。  

  しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。  

  なお、連結財務諸表は、上記の事業計画及び追加資金調達が実行される前提のもと、継続企業を前提

として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりま

せん。  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   ２社

連結子会社の名称

 株式会社パルマファイナンシャルサ

ービシーズ 

プライムハーバープロダクツ株式会

社

連結子会社の数   １社

連結子会社の名称

 プライムハーバープロダクツ株式会

社

なお、株式会社パルマファイナンシ
ャルサービシーズについては売却によ
り連結の範囲から除いております。

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

① 有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

   連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

  時価のないもの

   移動平均法による原価法を採用

しております。

   なお、投資事業有限責任組合へ

の出資（金融商品取引法第２条

第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な 近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっておりま

す。

① 有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

同左

    

  

  

  

  時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

② デリバティブ等 

 時価法 

③ たな卸資産 

 商品 

  移動平均法による原価法 

  

 

  

 貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法

② デリバティブ等

同左

③ たな卸資産

 商品  

  移動平均法による原価法 

  （貸借対照表価額は収益性の低 

  下に基づく簿価切下げの方法に 

  より算定） 

 貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法 

  （貸借対照表価額は収益性の低 

  下に基づく簿価切下げの方法に 

  より算定） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「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日公表分）

を適用しております。 

 これにより営業損失及び経常損失は

16,368千円増加し、税金等調整前当期

純損失は53,248千円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

① 有形固定資産

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法）を採用

しております。 

 なお、耐用年数については法人税

法に規定する方法によっておりま

す。

（追加情報）  

 法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。  

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

① 有形固定資産

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法）を採用

しております。 

 なお、耐用年数については法人税

法に規定する方法によっておりま

す。

② 無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法を採用して

おります。

② 無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については債権の回収可能性を個別

に検討して計上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額基準により計上しており

ます。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務に基づき当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。 

 なお、当社は簡便法により退職給

付引当金を設定しております。

③ 退職給付引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支払に備えるため、

内規に基づく期末要支払額を計上して

おります。 

 なお、平成17年9月27日付をもって

役員退職慰労金制度を廃止いたしまし

たので、引当金計上額は制度廃止日に

在任している役員に対する支給見込額

であります。

④ 役員退職慰労引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

－

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の処理方法

 税抜方式を採用しております。

消費税等の処理方法

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

3ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資を資金の範

囲としております。

同左
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    当連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

    （連結貸借対照表） 

財務諸表等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）が適用となる

ことに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計

年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に

含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ452,278千円、5,602千円であります。 

  

    （連結損益計算書） 

当社テレビ通販の売上は、全売上高に占める割合が高いため、その売上を獲得するための放送費

を前連結会計年度においては、「広告宣伝費」として掲記されていましたが、当連結会計年度から

「広告宣伝費」及び「放送費」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「広告宣伝費」

に含まれる「放送費」は、3,094,855千円であります。 

 また、前連結会計年度においては、「為替差損」として区分掲記されていましたが、重要性が乏

しいことから当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めております。なお、当連結会計年

度の「その他」に含まれる「為替差損」は、895千円であります。 

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【表示方法の変更】
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年６月30日)

当連結会計年度 
(平成21年６月30日)

 

１ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。

  当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの借入枠総額 600,000千円

借入実行残高 －千円

差引残高 600,000千円

１               －

 

２ 偶発債務 

  連帯保証債務 

  滞納家賃保証事業に係る保証極度相当額であり 

  ます。

保証極度相当額 124,584千円

 

２        － 

  

※３ 現金及び預金に含まれる定期預金

   20,000千円は取引保証金として質権設定されてお

ります。

※３ 現金及び預金に含まれる定期預金

   20,000千円は取引保証金として質権設定されてお

ります。 

また、150,000千円は短期借入金150,000千円の担

保に供されております。 

 

         － ４   受取手形の裏書譲渡高 

   92,453千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

※１ 固定資産売却益の内容

 建物 712千円

 車両運搬具 2,161千円

 工具、器具及び備品 2,666千円

   計 5,540千円

         －

 

   

         －
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 

※２  減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

用途 種類 場所

物販事業
 用 資 産

建物
 工具、器具及び備品 
 ソフトウエア 
 その他投資

 名古屋市中区

当社グループは、資産グループを物販事業用資産及び
金融事業用資産に分類しております。物販事業用資産は
営業利益が継続してマイナスであり、将来の営業キャッ
シュフローもマイナスが見込まれるため、帳簿価額の全
額を減損損失123,168千円として特別損失に計上いたし
ました。 
 減損損失の内訳は、建物24,400千円、工具、器具及び
備品41,919千円、ソフトウェア56,025千円、その他投資
822千円であります。
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注） １．普通株式の発行済株式総数の増加11,840株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

 ２．普通株式の自己株式の総数の増加2.94株は、端株の買取による増加であります。 

  

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
（注） １．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお 

   ります。 

 ２．新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

  

3.配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注） １．普通株式の発行済株式総数の減少0.88株は、自己株式の消却による減少であります。 

 ２．普通株式の自己株式の総数の減少0.88株は、自己株式の消却による減少であります。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度始 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式 
 普通株式(注1)

55,386.88 11,840.00 － 67,226.88

合計 55,386.88 11,840.00 － 67,226.88

自己株式 
 普通株式(注2)

51.94 2.94 － 54.88

合計 51.94 2.94 － 54.88

区分
新株予約権
の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計年度始

株式数(株)

当連結会計年度 

増加株式数(株)

当連結会計年度 

減少株式数(株)

当連結会計年度末 

株式数(株)

提出会社 
(親会社)

平成20年新
株予約権

普通株式 － 24,190 － 24,190 68,965

合計 － 24,190 － 24,190 68,965

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年9月26日 
定時株主総会

普通株式 110,669 2,000 平成19年6月30日 平成19年9月27日

当連結会計年度始 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式 
 普通株式(注1)

67,226.88 － 0.88 67,226

合計 67,226.88 － 0.88 67,226

自己株式 
 普通株式(注2)

54.88 － 0.88 54

合計 54.88 － 0.88 54
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2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
（注） 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお 

 ります。 

  

3.配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

区分
新株予約権
の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計年度始

株式数(株)

当連結会計年度 

増加株式数(株)

当連結会計年度 

減少株式数(株)

当連結会計年度末 

株式数(株)

提出会社 
(親会社)

平成20年新
株予約権

普通株式 24,190 － － 24,190 68,965

合計 24,190 － － 24,190 68,965
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,602,242千円

有価証券 10,038千円

計 1,612,281千円

預金期間が3ヶ月を超える定期預金 △180,000千円

現金及び現金同等物 1,432,281千円  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金 483,999千円

計 483,999千円

預金期間が3ヶ月を超える定期預金 △20,000千円

現金及び現金同等物 463,999千円
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前連結会計年度(自平成19年７月１日 至平成20年６月30日) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 物販事業   日用雑貨、運動器具、健康器具 

(2) 金融事業   金融商品 

  

当連結会計年度(自平成20年７月１日 至平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 物販事業   日用雑貨、運動器具、健康器具 

(2) 金融事業   金融商品 

３ 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)③に記載のとおり、当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が物販事業で16,368千円増加しております。

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

物販事業
（千円）

金融事業
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

計
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

  (1)外部顧客に対する売上高 7,839,525 129,338 7,968,863 － 7,968,863

  (2)セグメント間の内部売上高 

    又は振替高

－ 1 1 △1 －

  計 7,839,525 129,340 7,968,865 △1 7,968,863

 営業費用 8,965,418 172,712 9,138,129 △74 9,138,055

 営業利益及び営業損失（△） △1,125,892 △43,372 △1,169,263 73 △1,169,191

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

 資産 3,281,851 935,289 4,217,140 － 4,217,140

 減価償却費 31,649 8,309 39,959 － 39,959

 資本的支出 132,564 8,455 141,019 － 141,019

物販事業
（千円）

金融事業
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

計
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

  (1)外部顧客に対する売上高 6,721,946 189,129 6,911,075 － 6,911,075

  (2)セグメント間の内部売上高 

    又は振替高

－ － － － －

  計 6,721,946 189,129 6,911,075 － 6,911,075

 営業費用 8,523,518 173,440 8,696,959 △803 8,696,155

 営業利益及び営業損失（△） △1,801,572 15,689 △1,785,883 803 △1,785,079

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出

 資産 1,449,817 － 1,449,817 － 1,449,817

 減価償却費 25,147 7,516 32,663 － 32,663

 減損損失 123,168 － 123,168 － 123,168

 資本的支出 15,549 12,050 27,600 － 27,600
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前連結会計年度(自平成19年７月１日 至平成20年６月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載しておりません。 

  

当連結会計年度(自平成20年７月１日 至平成21年６月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載しておりません。 

  

前連結会計年度(自平成19年７月１日 至平成20年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成20年７月１日 至平成21年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

2 所在地別セグメント情報

3 海外売上高
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(注) １株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日)

１株当たり純資産額 28,457円85銭 △13,215円67銭

１株当たり当期純損失(△) △20,044円50銭 △42,386円60銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

前連結会計年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１株当たり当期純損失(△)

 当期純損失(△)(千円) △1,220,993 △2,847,192

 普通株主に帰属しない金額(千円) － －

 普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △1,220,993 △2,847,192

 普通株式の期中平均株式数(株) 60,914.13 67,172

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) － －

  普通株式増加数(株) 
  (うち新株予約権方式によるストックオプシ 
  ョン(株))

－

(－)

－

(－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

旧商法第280条ノ20ならび

に商法第280条ノ21の規定

に基づく新株予約権162株  

平成16年12月10日  

株主総会特別決議 

第６回新株予約権24,190個 

平成19年12月26日 

取締役会決議

第６回新株予約権24,190個 

平成19年12月26日 

取締役会決議
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   該当事項はありません。 

  

  (開示の省略) 

    リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会  

   計、関連当事者との取引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の 

   必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,446,199 453,594 

受取手形 94,072 15,532 

売掛金 371,983 395,088 

有価証券 10,038 － 

商品 452,465 286,200 

貯蔵品 5,573 1,186 

前渡金 21,536 2,083 

短期貸付金 940,000 － 

前払費用 17,247 12,731 

未収入金 30,215 2,703 

未収消費税等 70,230 66,104 

その他 2,274 641 

貸倒引当金 △39,800 △900 

流動資産合計 3,422,036 1,234,968 

固定資産 

有形固定資産 

建物 32,963 － 

減価償却累計額 △5,656 － 

建物（純額） 27,306 － 

車両運搬具 12,996 12,996 

減価償却累計額 △2,843 △7,146 

車両運搬具（純額） 10,153 5,850 

工具、器具及び備品 70,010 － 

減価償却累計額 △17,746 － 

工具、器具及び備品（純額） 52,263 － 

有形固定資産合計 89,723 5,850 

無形固定資産 

ソフトウエア 48,070 － 

無形固定資産合計 48,070 － 

投資その他の資産 

投資有価証券 549,442 138,197 

関係会社株式 83,000 18,000 

差入保証金 42,727 41,471 

その他 1,255 － 

関係会社投資損失引当金 △65,000 － 

投資その他の資産合計 611,424 197,669 

固定資産合計 749,219 203,519 

資産合計 4,171,255 1,438,488 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 － 201,353 

買掛金 289,415 261,877 

短期借入金 1,200,000 650,000 

1年内返済予定の長期借入金 24,940 135,996 

未払金 572,464 498,991 

未払費用 9,347 12,068 

通貨スワップ 4,948 － 

未払法人税等 3,490 4,578 

預り金 6,083 5,119 

賞与引当金 3,910 1,246 

流動負債合計 2,114,600 1,771,230 

固定負債 

長期借入金 － 405,005 

退職給付引当金 16,260 21,059 

役員退職慰労引当金 59,440 59,440 

固定負債合計 75,700 485,504 

負債合計 2,190,300 2,256,734 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,184,717 1,184,717 

資本剰余金 

資本準備金 1,413,113 1,413,113 

資本剰余金合計 1,413,113 1,413,113 

利益剰余金 

利益準備金 100,000 100,000 

その他利益剰余金 

別途積立金 1,409,117 1,409,117 

繰越利益剰余金 △2,130,418 △4,977,783 

利益剰余金合計 △621,300 △3,468,666 

自己株式 △16,461 △16,197 

株主資本合計 1,960,068 △887,033 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △48,078 △179 

評価・換算差額等合計 △48,078 △179 

新株予約権 68,965 68,965 

純資産合計 1,980,955 △818,246 

負債純資産合計 4,171,255 1,438,488 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 7,839,525 6,721,946 

売上原価 

商品期首たな卸高 413,342 452,465 

当期商品仕入高 3,479,964 3,134,674 

合計 3,893,307 3,587,139 

商品期末たな卸高 452,465 286,200 

売上原価合計 3,440,842 3,300,939 

売上総利益 4,398,683 3,421,006 

販売費及び一般管理費 

販売手数料 359,168 341,547 

広告宣伝費 3,408,389 381,128 

放送費 － 2,684,628 

販売促進費 382,254 495,009 

物流費 547,611 551,366 

役員報酬 76,666 52,204 

給料手当及び賞与 192,966 208,747 

賞与引当金繰入額 3,910 1,246 

退職給付費用 4,137 5,976 

福利厚生費 31,397 33,604 

交通費 44,691 42,672 

通信費 84,034 73,095 

減価償却費 31,649 25,147 

消耗品費 13,294 12,626 

支払手数料 199,588 168,838 

貸倒引当金繰入額 694 100 

その他 162,284 162,513 

販売費及び一般管理費合計 5,542,740 5,240,450 

営業損失（△） △1,144,056 △1,819,443 

営業外収益 

受取利息 31,441 30,698 

有価証券利息 259 283 

受取配当金 4,611 4,342 

投資有価証券売却益 11,309 20,000 

仕入割引 － 12,656 

その他 3,207 13,335 

営業外収益合計 50,829 81,316 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

営業外費用 

支払利息 10,817 16,601 

投資有価証券売却損 4,537 53,992 

支払手数料 － 22,673 

デリバティブ評価損 20,320 － 

為替差損 36,288 － 

株式交付費 12,358 － 

その他 5,495 7,899 

営業外費用合計 89,817 101,167 

経常損失（△） △1,183,045 △1,839,294 

特別利益 

固定資産売却益 2,161 － 

貸倒引当金戻入額 900 － 

特別利益合計 3,061 － 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 111,573 

減損損失 － 123,168 

たな卸資産評価損 － 36,879 

関係会社整理損 － 98,190 

貸倒引当金繰入額 39,000 636,094 

関係会社投資損失引当金繰入 65,000 － 

特別損失合計 104,000 1,005,906 

税引前当期純損失（△） △1,283,983 △2,845,201 

法人税、住民税及び事業税 1,925 1,900 

法人税等合計 1,925 1,900 

当期純損失（△） △1,285,908 △2,847,101 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 903,375 1,184,717 

当期変動額 

新株の発行 281,342 － 

当期変動額合計 281,342 － 

当期末残高 1,184,717 1,184,717 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,131,771 1,413,113 

当期変動額 

新株の発行 281,342 － 

当期変動額合計 281,342 － 

当期末残高 1,413,113 1,413,113 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,131,771 1,413,113 

当期変動額 

新株の発行 281,342 － 

当期変動額合計 281,342 － 

当期末残高 1,413,113 1,413,113 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 100,000 100,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 100,000 100,000 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 1,409,117 1,409,117 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,409,117 1,409,117 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △733,840 △2,130,418 

当期変動額 

剰余金の配当 △110,669 － 

自己株式の消却 － △263 

当期純損失（△） △1,285,908 △2,847,101 

当期変動額合計 △1,396,578 △2,847,365 

当期末残高 △2,130,418 △4,977,783 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 775,277 △621,300 

当期変動額 

剰余金の配当 △110,669 － 

自己株式の消却 － △263 

当期純損失（△） △1,285,908 △2,847,101 

当期変動額合計 △1,396,578 △2,847,365 

当期末残高 △621,300 △3,468,666 

自己株式 

前期末残高 △16,360 △16,461 

当期変動額 

自己株式の取得 △101 － 

自己株式の消却 － 263 

当期変動額合計 △101 263 

当期末残高 △16,461 △16,197 

株主資本合計 

前期末残高 2,794,063 1,960,068 

当期変動額 

新株の発行 562,684 － 

剰余金の配当 △110,669 － 

当期純損失（△） △1,285,908 △2,847,101 

自己株式の取得 △101 － 

当期変動額合計 △833,995 △2,847,101 

当期末残高 1,960,068 △887,033 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,487 △48,078 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49,566 47,899 

当期変動額合計 △49,566 47,899 

当期末残高 △48,078 △179 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,487 △48,078 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49,566 47,899 

当期変動額合計 △49,566 47,899 

当期末残高 △48,078 △179 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

新株予約権 

前期末残高 － 68,965 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 68,965 － 

当期変動額合計 68,965 － 

当期末残高 68,965 68,965 

純資産合計 

前期末残高 2,795,551 1,980,955 

当期変動額 

新株の発行 562,684 － 

剰余金の配当 △110,669 － 

当期純損失（△） △1,285,908 △2,847,101 

自己株式の取得 △101 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,399 47,899 

当期変動額合計 △814,596 △2,799,202 

当期末残高 1,980,955 △818,246 
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  前事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  

  当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日）     

当社は、前事業年度において1,144,056千円の営業損失を計上し、当事業年度においても

1,819,443千円の営業損失を計上しております。 また、当事業年度において2,847,101千円の当期

純損失を計上した結果、純資産が818,246千円のマイナスと債務超過の状態となっております。  

 これらの状況により、継続企業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。  

 当社は当該状況を解消すべく、３ヵ年事業計画を策定し、その遂行により重要な疑義は解消できるも

のと考えております。  

①媒体・ウェブ戦略の見直し  

 不採算長尺放送枠を大幅に削減し、媒体の効率化を推し進める一方で、地上波キー局（東名阪）中心

の短尺スポット（90秒・60秒）運用に重点を移し大都市圏へプライムショッピングブランドと商品認知

の向上を狙います。同時に短尺スポットによるウェブ・モバイルサイトへの誘導、サイトの露出拡大と

機能改善を図り、ウェブ、モバイルによる受注の 大化を目指します。  

②勝ちパターンの商品開発プロセスの再構築  

 当社が今までに築いてきた顧客基盤200万人を顧客分析と 適プロモーションへ活用し、新商品

の先行告知販売とフィードバックに基づく商品のブラッシュアップと番組制作を行い、勝ちパターンを

十分認識した上での、当社の得意分野での商品開発を行います。  

③商品開発から営業販売へ至るまでの機能強化を目指した組織改革  

 本年7月、これまでのチャネル毎営業販売体制を見直し、商品開発機能の充実と、営業販売体制

の強化を目指した組織改革を実施致しました。  

 これにより、商品企画力や上市へ至るまでの機能を強化し、市場での商品展開から販売へ至る

までを一貫性を持って進める体制を整え終えました。  

④新たな収益モデルの確立  

 当社が保有する365.tvと言ったメディア・プラットフォームの活用他、大手流通事業者との間で有す

る良好な関係などに基づいた、新しい収益モデルの確立を急ぎます。これにより既存のメディア営業事

業とホールセール事業による収益を補完し、商品に依存しない安全な収益基盤を獲得します。  

⑤資本・業務パートナーとの連携による新分野の開拓  

 大株主である伊藤忠商事、ベスト電器との協働による様々な新施策を今後も継続検討しております。

ウェブプラットフォームの構築やインターネットTV事業へのコンテンツ提供、家電番組の制作、放送、

また保険・旅行ビジネス等無形サービスのテレビショッピングでの取り組みに着手いたします。 

財務面においては、第三者割当増資等による資金調達を行うことにより、自己資本の充実と安定した

財務体質への転換を図ってまいります。  

 しかしながら、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。  

 なお、連結財務諸表は、上記の事業計画及び追加資金調達が実行される前提のもと、継続企業を前提

として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりま

せん。  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

㈱プライム（2684）　平成21年６月期決算短信

42



役員の異動は、開示内容が定まった時点で開示することとしております。 

  

6. その他

(1) 役員の異動
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