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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,470 △21.4 △407 ― △378 ― △1,321 ―

21年3月期第2四半期 5,686 ― △292 ― △279 ― △77 ―

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2四半期 △81.02 ―

21年3月期第2四半期 △4.72 ―

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2四半期 4,918 △850 △17.3 △52.12

21年3月期 5,703 471 8.3 28.91

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  △850百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,300 △2.1 △630 ― △590 ― △2,200 ― △134.85

－1－



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 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2四半期 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2四半期  527,631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2四半期 16,313,866株 21年3月期第2四半期 16,316,738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業績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２四半期累計期間（４月～９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、各種販促施策の展開や接
客・クリンリネス等基本的なオペレーションの見直しを通じて来店客数及び売上の向上等に努めてまいり
ました。 
 店舗につきましては、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
「ＴＳＵＴＡＹＡ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。なお、平成21年８月に１店舗の閉店を実施し、第２四半期末の総店舗数は28店舗です。 
 売上高につきましては、44億70百万円（前年同期比21.4％減、既存店前年同期比16.3％減）となりまし
た。 
 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26億97百万円となりました。一部話題性のある商品などで売上が堅調に推移
するものもありましたが、全体としては景況感の悪化などによる影響が大きく、売上は低迷いたしまし
た。（前年同期比32.5％減、既存店前年同期比23.3％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６億72百万円となり
ました。（前年同期比49.1％増、既存店前年同期比0.1％減）。 
 書籍は、取扱店の退店により売上高は４億１百万円と前年を下回りましたが、レンタルとの複合店舗を
中心に既存店ではほぼ前年並みに推移いたしました。（前年同期比29.0％減、既存店前年同期比0.1％
増） 
 レンタルは、消費者の低価格志向などをうけて好調に推移し、売上高は４億74百万円となりました。
（前年同期比23.2％増、既存店前年同期比12.2％増） 
 以上の結果、営業損失は前年同期比１億15百万円増加し４億７百万円、経常損失は前年同期比99百万円
増加し３億78百万円、四半期純損失は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12億44百万円増加し13億21百万円となりました。 

  
 ■（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。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

前第2四半期 当第2四半期 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9月30日)   至 平成21年9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 2,246,240 39.5 1,525,214 34.1 △ 721,025 △ 32.1 4,155,592 37.7

ＤＶＤ 1,632,649 28.7 1,081,994 24.2 △ 550,655 △ 33.7 3,138,646 28.4

その他 119,710 2.1 90,750 2.0 △ 28,959 △ 24.2 250,930 2.3

音楽映像ソフト計 3,998,600 70.3 2,697,960 60.3 △ 1,300,640 △ 32.5 7,545,169 68.4

ゲーム 450,972 7.9 672,564 15.1 221,591 49.1 1,050,604 9.5

書 籍 565,837 10.0 401,901 9.0 △ 163,936 △ 29.0 1,045,938 9.5

その他 208,817 3.7 128,353 2.9 △ 80,463 △ 38.5 379,507 3.4

物販計 5,224,228 91.9 3,900,780 87.3 △ 1,323,448 △ 25.3 10,021,220 90.8

レンタル計 385,014 6.8 474,159 10.6 89,144 23.2 840,822 7.6

  その他（注） 77,524 1.3 95,195 2.1 17,671 22.8 173,833 1.6

合 計 5,686,767 100.0 4,470,135 100.0 △ 1,216,632 △ 21.4 11,035,876 100.0
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当第２四半期累計期間における当社の財政状態は、総資産は商品在庫の効率化による削減や、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７億85百万円減少し、49億18百万円となりました。
 負債総額は、前述の借入金の返済など減少要因もございましたが、今後の閉店に備えるための引当金を
計上したことにより、前期末比５億36百万円増加し、57億68百万円となりました。 
 純資産は、大幅な四半期純損失を計上したことにより前期末比13億21百万円減少し、８億50百万円の債
務超過となりました。 
  
 なお、当第２四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、今後の閉店に備えるための引当金の計上などがございました
が、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17百万円支出増となり、２億48百万
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がございましたが、店舗
のリニューアルオープンなどに伴う固定資産の取得や前年同四半期には有形固定資産の売却があったこと
などにより前期末比３億88百万円収入減となり、70百万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、前年同期に借入金の返済などを実行していることなどにより、
前年同四半期末比４億27百万円支出減となり、１億６百万円の純支出となりました。 
 この結果、当第２四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38百万円減少し、３億円
となりました。（前期末比284百万円減少） 
  

平成22年3月期の業績予想ににつきましては、本日（平成21年11月５日）に公表いたしました「特別損
益の発生、平成22年３月期第２四半期累計期間及び通期業績予想の修正並びに役員報酬の追加減額に関す
るお知らせ」をご参照ください。 
  

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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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２四半期会計期間と当第２四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２四半期累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8,405千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。また、今後の事業体制の再構築に向けて、店舗閉鎖に係わる費用等を特別損失に計上したことによ

り13億21百万円の四半期純損失を計上したため、第２四半期会計期間末において債務超過の状態にあり

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、親会社である株式会社ＣＣＣとの連携をさらに強化してま

いります。 

 営業面では、これまで収益力強化のために導入してまいりましたレンタル・ゲームリサイクルなどを

中心に、運営方法・販促施策等の見直しを行うと共に、不採算店舗の撤退・閉店等を進めることによ

り、より収益力の高い店舗網を構築してまいります。 

 これに加えて、経営の合理化について諸施策を検討しており、係るコストの大幅な削減を図ってまい

ります。 

 平成22年３月期通期につきましては、上記のとおり各種施策を講じるための費用計上等により、業績

予想の修正を行っており、継続企業の前提に重要な疑義が存在いたしますが、一連の施策の実行に関し

て重要な不確実性は認められないことから、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

株式会社すみや(9939)　平成22年3月期 第２四半期決算短信（非連結）

－5－



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 300,821 585,565

受取手形及び売掛金 158,988 141,130

商品 2,296,893 2,473,189

その他 205,496 291,850

流動資産合計 2,962,199 3,491,735

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 180,645 195,092

土地 109,337 109,337

リース資産（純額） 6,041 11,472

その他（純額） 197,166 225,471

有形固定資産合計 493,190 541,374

無形固定資産 55,968 52,621

投資その他の資産   

投資有価証券 1,877 1,864

敷金及び保証金 1,147,458 1,337,849

賃貸不動産（純額） 183,968 189,289

その他 73,693 88,847

投資その他の資産合計 1,406,998 1,617,851

固定資産合計 1,956,157 2,211,847

資産合計 4,918,357 5,703,582

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 594,656 636,918

短期借入金 3,300,000 3,400,000

リース債務 8,213 11,075

未払法人税等 18,026 24,840

賞与引当金 5,855 7,174

店舗閉鎖損失引当金 949,208 196,056

その他 340,401 390,114

流動負債合計 5,216,362 4,666,180

固定負債   

リース債務 5,246 8,715

退職給付引当金 170,440 169,140

役員退職慰労引当金 1,316 1,316

店舗転貸損失引当金 11,801 16,595

その他 363,380 369,934

固定負債合計 552,185 565,702

負債合計 5,768,548 5,231,882
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 △4,315,906 △2,994,075

自己株式 △29,293 △29,223

株主資本合計 △850,199 471,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 －

評価・換算差額等合計 7 －

純資産合計 △850,191 471,700

負債純資産合計 4,918,357 5,703,582
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,686,767 4,470,135

売上原価 4,178,516 3,378,523

売上総利益 1,508,251 1,091,611

販売費及び一般管理費 1,800,625 1,499,099

営業損失（△） △292,373 △407,488

営業外収益   

受取賃貸料 87,054 91,746

受取手数料 36,235 27,853

雑収入 7,385 7,273

営業外収益合計 130,676 126,873

営業外費用   

支払利息 25,279 11,212

賃貸収入原価 81,414 84,095

株式交付費 8,232 －

雑損失 2,460 2,220

営業外費用合計 117,386 97,528

経常損失（△） △279,083 △378,142

特別利益   

店舗転貸損失引当金戻入額 － 3,040

店舗閉鎖損失引当金戻入額 56,926 －

受取補償金 100,000 －

固定資産売却益 73,358 －

その他 3,749 －

特別利益合計 234,034 3,040

特別損失   

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 853,303

減損損失 － 82,966

固定資産除却損 6,418 901

店舗転貸損失引当金繰入額 15,000 －

特別損失合計 21,418 937,171

税引前四半期純損失（△） △66,467 △1,312,273

法人税、住民税及び事業税 10,534 9,557

法人税等合計 10,534 9,557

四半期純損失（△） △77,001 △1,321,830
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,785,261 2,468,010

売上原価 2,033,456 1,885,868

売上総利益 751,804 582,141

販売費及び一般管理費 863,927 761,250

営業損失（△） △112,122 △179,108

営業外収益   

受取賃貸料 44,327 47,464

受取手数料 16,239 13,514

雑収入 5,634 5,424

営業外収益合計 66,200 66,402

営業外費用   

支払利息 9,186 5,426

賃貸収入原価 41,175 43,279

株式交付費 8,232 －

雑損失 1,896 1,104

営業外費用合計 60,491 49,810

経常損失（△） △106,413 △162,516

特別利益   

店舗転貸損失引当金戻入額 － 2,000

店舗閉鎖損失引当金戻入額 56,926 －

受取補償金 100,000 －

固定資産売却益 73,358 －

特別利益合計 230,284 2,000

特別損失   

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 839,707

減損損失 － 30,831

固定資産除却損 6,418 －

店舗転貸損失引当金繰入額 15,000 －

特別損失合計 21,418 870,539

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 102,453 △1,031,055

法人税、住民税及び事業税 5,079 4,971

法人税等合計 5,079 4,971

四半期純利益又は四半期純損失（△） 97,373 △1,036,026
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △66,467 △1,312,273

減価償却費 67,337 65,581

減損損失 － 82,966

固定資産除却損 3,822 901

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △151,014 754,736

店舗転貸損失引当金の増加額（△は減少） 13,686 △4,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64,735 1,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,495 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,863 △1,319

ポイント引当金の増減額（△は減少） △5,029 －

固定資産売却損益（△は益） △73,358 －

受取利息及び受取配当金 △501 △386

支払利息 25,279 11,212

株式交付費 8,232 －

売上債権の増減額（△は増加） 104,049 13,464

たな卸資産の増減額（△は増加） 205,136 176,478

仕入債務の増減額（△は減少） △117,991 △47,531

その他 △106,348 41,555

小計 △179,261 △218,109

利息及び配当金の受取額 501 561

利息の支払額 △24,859 △11,517

法人税等の支払額 △28,082 △19,928

営業活動によるキャッシュ・フロー △231,701 △248,993

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 △34,016 △112,868

有形固定資産の売却による収入 349,328 －

敷金及び保証金の差入による支出 △6,159 △53,471

敷金及び保証金の回収による収入 137,164 254,280

無形固定資産の取得による支出 △4,030 △14,732

その他 16,506 △2,558

投資活動によるキャッシュ・フロー 458,793 70,649

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 1,991,767 －

短期借入金の純増減額（△は減少） △500,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △2,000,000 －

自己株式の取得による支出 △150 △69

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △25,519 △6,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △533,902 △106,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,811 △284,743

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 339,227 300,821
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 該当事項はありません。 

  

  

当社は、今後の事業体制の再構築に向けて、店舗の閉鎖に係わる費用などを特別損失に計上したこと
により13億21百万円の四半期純損失を計上したため、繰越利益剰余金が前期末比13億21百万円減少し、
株主資本は８億50百万円の債務超過となっております。 

  

  

当第２四半期会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 
  

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、「ＣＣＣ」といいます。）及び当社は、平成21

年11月５日開催の各社取締役会において、平成22年２月１日を効力発生日として、下記のとおり、ＣＣＣ

を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいま

す。）を行うことを決議し、株式交換契約を締結いたしました。 

 なお、本株式交換は、ＣＣＣについては、会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続き

により、株主総会の承認を得ないで行う予定です。 

 また、当社の株式は、本株式交換の効力発生日に先立ち、平成22年１月27日に株式会社ジャスダック証

券取引所（以下、「ジャスダック」といいます。）において上場廃止（ 終売買日は平成22年１月26日）

となる予定です。 

  

昨今の世界的な金融危機を背景とした企業業績・雇用情勢の悪化や、個人消費の落ち込みが見られ、

昨年末からＣＤ・ＤＶＤ等の販売を中心とした落込みが続いており、この激変する経営環境に対応する

には、これまで以上に両社の関係を強化し迅速な意思決定と柔軟かつ効率的な経営施策の展開が急務と

なりました。 

 このため、当社は、お客様への良質なサービスの提供を継続し、より一層の顧客価値の向上を実現す

るため、今回の完全子会社化は必要な施策であると判断いたしました。 

 上記の認識に基づき、完全子会社化における手法として株式交換を選択し、株式交換を実施すること

を決議いたしました。これにより、老朽化した店舗設備の刷新・アイテム構成の組替え等にも柔軟に対

応でき、今まで以上に魅力的な店舗サービス・収益性の向上が図られ、お客様を始めとした各ステーク

ホルダーにご満足いただけるものになると考えております。 

  

株式の種類    普通株式 

交換比率     ＣＣＣ １ ： 当社 0.14 

なお、第１種優先株式及び第２種優先株式については、本株式交換による割当ては行いません。 

  

(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

(1)重要な後発事象

（株式交換契約の締結）

１．株式交換による完全子会社化の目的

２．株式の種類別の交換比率及び算定方法

（１）株主の種類及び算定比率

（２）株式交換比率の算定方法
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株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、各社がそれぞれ別個に、

両社から独立した第三者機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、ＣＣＣは野村證券株式会社

（以下、「野村證券」という。）を、当社は株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ（以下、「ＫＰＭＧ」とい

う。）を、それぞれの第三者算定機関として選定し、交換比率の算定を行いました。   

 野村證券は、ＣＣＣついては、市場株価平均法、類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシ

ュフロー法（以下、「ＤＣＦ法」という。）を、当社については、市場株価平均法及びＤＣＦ法の各手

法を用いて株式交換比率の算定を行い、ＫＰＭＧは、両社について市場株価平均法及びＤＣＦ法の各手

法を用いて株式交換比率の算定を行いました。 

 これらの算定結果を参考に両社間で交渉・協議を重ねた結果、上記の株式交換比率が妥当であるとの

判断に至り、合意いたしました。 
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