
 

 

 

   

 

 
配当支払開始予定日    － 

  
(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
（注）当社は、連結の対象となる子会社の重要性が乏しくなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりま

せん。また、平成21年6月期第1四半期においては連結財務諸表を作成しており、個別の経営成績（累計）を開示してい

ないため、平成21年6月期第1四半期の経営成績（累計）及び平成22年6月期第1四半期の対前年同四半期増減率について

は記載しておりません。 

  
  

   

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無 

  

(％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 
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四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日

1. 平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年6月30日）

 (1) 経営成績(累計)

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6月期第1四半期 1,432 － △359 － △364 － △387 －

21年6月期第1四半期 － － － － － － － －

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6月期第1四半期 △5,672 61 －

21年6月期第1四半期 － －

 (2) 財政状態

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6月期第1四半期 1,291 △1,005 △83.2 △13,169 78

21年6月期 1,438 △ 818 △61.7 △13,208 07

(参考) 自己資本 22年6月期第1四半期 △1,074百万円 21年6月期 △887百万円

2. 配当の状況

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6月期 － 0 00 － 0 00 0 00

22年6月期 －

22年6月期(予想) 0 00 － 0 00 0 00

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

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 53.3 40 － 20 － 20 － 297 50
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当社は本日開示致しました「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ」の通り、事業年
度の末日を6月30日から3月31日に変更する旨、本日開催の取締役会において決定しているため、今期
は平成21年7月1日から平成22年3月31日までの９ヶ月の変則決算になる予定であります。本第１四半
期決算短信にて公表している業績予想値は変更前のものであり、平成21年12月18日開催の臨時株主総
会において、株式会社ジパングとの合併及び決算期の変更を承認後直ちに業績予想数値を開示致しま
す。 
  

  

 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 
  

  

※ 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作成したものであり、実際の業績

は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありますのでご注意下さい。 

  

  

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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 無

 ② ①以外の変更 無

22年6月期第1四半期 81,615株 21年6月期 67,226株

22年6月期第1四半期 54株 21年6月期 54株

22年6月期第1四半期 68,266株 21年6月期第1四半期 67,172株
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当第1四半期におけるわが国の経済は、政府の経済対策等の実施により、一部に持ち直しの動きが見ら
れたものの、昨年からの世界的な金融危機が実態経済に及ぼした影響は根強く、企業業績は総じて底を脱
した程度の水準にとどまるほか、個人消費につきましても、雇用・所得環境の悪化や先行きに対する不安
感から家計の節約志向が一段と高まっており、引き続き厳しい環境下で推移いたしました。  
 このような環境のなか当社は、赤字体質からの脱却を図るため経営陣を刷新し、従来のチャネル毎営業
販売体制を見直して、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行し、市場での
商品展開から販売に至るまでを一貫性をもって進めることにより売上高拡大を図り、採算性改善を実現す
べく業績の回復を目指して参りました。 
 売上高につきましては、戦略商品のクロスメディア展開による販売攻勢を図り、効果的なスポット枠の
獲得と最強素材の制作、ＷＥＢサイトの再構築とホールセールによる直接取引先の開拓により、売上高は
1,432百万円（前年同期の物販事業売上高1,165百万円）となりました。 
 損益面につきましては、物流拠点の移転による物流費の抑制他による販売管理費の低減などの施策を実
行しましたが、第２四半期での売上拡大を目指した戦略商品の上市へ向け先行的な販売促進活動を計画実
施したことにより黒字化には至らず、営業損失は359百万円、経常損失は364百万円となりました。四半期
純損益におきましては、平成21年12月に拠点間移動コストの削減及び事務所費用の削減効果を見込み本社
および東京支社を移転することに伴い事務所移転費用引当金繰入額19百万円を計上したことなどにより、
四半期純損失は387百万円となりました。 
  
  

(1)資産・負債及び純資産の状況  
（資産）  
  流動資産は、前事業年度末に比べ11.7％減少し1,089百万円となりました。これは、現金及び預金が117
百万円減少し、受取手形及び売掛金が65百万円減少したことなどによります。  
 固定資産は、前事業年度末に比べ1.0％減少の201百万円とほぼ同額となりました。 
  この結果、総資産は、前事業年度末に比べ10.2％減少し、1,291百万円となりました。  
（負債） 
  流動負債は、前事業年度末に比べて4.3％増加し1,846百万円となりました。これは、短期借入金が50百
万円減少しましたが、未払金が82百万円増加し、支払手形及び買掛金が24百万円増加したことなどにより
ます。 
  固定負債は、前事業年度末と比べて7.4％減少し449百万円となりました。これは、長期借入金が33百万
円減少したことなどによります。  
  この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて1.8％増加し、2,296百万円となりました。  
（純資産） 
  純資産合計は、前事業年度末に比べて186百万円減少し△1,005百万円となりました。これは、主として
資本金が100百万円増加し、資本剰余金が100百万円増加し、利益剰余金が387百万円減少したことなどに
よります。 
  
（2）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、316百万円となりま
した。  
 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）  
  営業活動の結果支出した資金は229百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上386百
万円、未払金の増加額82百万円、たな卸資産の増加額80百万円、売上債権の減少額65百万円によるもので
あります。  
 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  
  投資活動の結果支出した資金は3百万円となりました。これは無形固定資産の取得による支出3百万円に
よるものであります。  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  
  財務活動の結果獲得した資金は114百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入198百万
円、短期借入金の返済による支出50百万円、長期借入金の返済による支出33百万円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
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通期につきましては、企業業績の悪化、個人消費の低迷など厳しい経営環境が続くものと思われます。 
また、平成21年10月28日に発表いたしました「株式会社ジパングとの合併契約締結に関するお知らせ」に
より、当社は平成22年1月1日に株式会社ジパングを吸収合併致します。 

合併後の事業見通し等につきましては、被合併会社は当社と売上が近似であり、取引先も重複していな
いことから業績に与える影響は大きいものと考えておりますが、具体的な影響につきましては、合併準備
委員会を組成し、合併後の業績見通し並びに将来へ渡る中長期の事業計画を策定して参ることと致してお
ります。  

当社は本日開示いたしました「決算期（事業年度の変更）に関するお知らせ」の通り、事業年度の末日
を6月30日から3月31日に変更する旨、本日開催の取締役会において決定しているため、今期は平成21年7
月1日から平成22年3月31日までの９ヶ月の変則決算になる予定であります。本第１四半期決算短信にて公
表している業績予想は変更前のものであり、平成21年12月18日開催の臨時株主総会において、株式会社ジ
パングとの合併及び決算期の変更を承認後直ちに業績予想数値を開示致します。 

  
  

①一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固定資産の減価償却費の算定方法  

    減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分して算定しております。  

  

   該当事項はありません。 
  

(3)継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、前事業年度において1,819百万円の営業損失を計上し、当第1四半期会計期間においても359
百万円の営業損失を計上しております。また、当第1四半期会計期間において387百万円の四半期純損失
を計上した結果、純資産が1,005百万円のマイナスと債務超過の状態になっております。これらの状況
により、前事業年度に引き続き、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テレビ媒体及びインターネット、携帯電話媒体戦略の見直し 
 不採算な傾向が顕著となりつつある地方ローカル局での長尺放送枠を大幅に削減し、媒体採算の効率
化を推し進める一方で、大都市圏（東名阪）での地上波キー局中心の短尺スポット（90秒・60秒）運用
に重点を移し、「プライムショッピング」ブランドと商品認知の拡大を狙います。同時にＴＶ、インタ
ーネット、携帯電話と言った媒体間の導線強化を進め、他社との連携や相互コンテンツ（商品）のサイ
トへの掲載を強化し、受注の最大化を目指します。 

②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最適プロモーションへ活用し、効果的で効
率的な販売促進を進めます。また、新商品の上市に際しましては試験的な販売を行い、お客様の反応な
どを科学的に分析して参ります。お客様の声のフィードバックに基づく商品の品質改善と番組制作の改
良を行い、勝ちパターンを構築いたします。  

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、これまでの販売チャネル毎の営業体制と全社組織を見直し、商品開発機能の充実と営業販
売体制の強化、業務と情報の流れを整え推進しております。  
 これにより、新商品開発・企画力や市場へ商品を効果的に展開するまでの機能が強化され、且つ全社
数値管理へ至るまで一貫性を持って進める体制を整えました。  

④新たな収益モデルの確立  
 当社が保有するテレビ放送事業である「365.tv」の活用や、当社商品をお買い上げ頂いたお客様へ商
品をお届けする機能を商品化し、他社へ販売すると言った新しい収益モデルの確立を急いでおります。
こうした新たな施策を展開することによって既存のメディア営業事業とホールセール事業の収益を補完
し、ヒット商品に依存しない安定的な収益基盤を獲得します。  
 財務面においては、当第1四半期会計期間において第三者割当増資による200百万円の資金調達を行い
ました。また、自己資本の充実と安定した財務体質への転換のため、平成22年1月1日に株式会社ジパン
グを吸収合併することを平成21年10月28日の取締役会において決議し、合併契約を締結しました。当該
合併により、当社は債務超過の早期解消と財務基盤の強化、新しい電子小売業の事業モデル構築をより

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
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確実に進めることが可能と考えております。  
 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、四半期財務諸表は、上記の事業計画及び吸収合併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四半期財務諸表に反映しておりま
せん。 
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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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 336,152 453,594

受取手形及び売掛金 345,464 410,621

商品 366,439 286,200

貯蔵品 1,188 1,186

その他 41,443 84,265

貸倒引当金 △700 △900

流動資産合計 1,089,988 1,234,968

固定資産   

有形固定資産 5,232 5,850

投資その他の資産   

投資有価証券 136,721 138,197

その他 59,471 59,471

投資その他の資産合計 196,192 197,669

固定資産合計 201,424 203,519

資産合計 1,291,413 1,438,488

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 487,675 463,230

短期借入金 600,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 135,996 135,996

未払法人税等 1,921 4,578

賞与引当金 3,132 1,246

事務所移転費用引当金 19,000 －

未払金 581,342 498,991

その他 17,836 17,187

流動負債合計 1,846,904 1,771,230

固定負債   

長期借入金 371,006 405,005

退職給付引当金 19,237 21,059

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

固定負債合計 449,683 485,504

負債合計 2,296,587 2,256,734
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284,721 1,184,717

資本剰余金 1,513,116 1,413,113

利益剰余金 △3,855,917 △3,468,666

自己株式 △16,197 △16,197

株主資本合計 △1,074,277 △887,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136 △179

評価・換算差額等合計 136 △179

新株予約権 68,965 68,965

純資産合計 △1,005,174 △818,246

負債純資産合計 1,291,413 1,438,488
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,432,524

売上原価 671,071

売上総利益 761,453

販売費及び一般管理費 1,120,868

営業損失（△） △359,415

営業外収益  

受取利息 97

仕入割引 2,261

その他 1,606

営業外収益合計 3,965

営業外費用  

支払利息 5,484

その他 3,772

営業外費用合計 9,256

経常損失（△） △364,706

特別利益  

貸倒引当金戻入額 200

特別利益合計 200

特別損失  

減損損失 3,150

事務所移転費用引当金繰入額 19,000

特別損失合計 22,150

税引前四半期純損失（△） △386,656

法人税、住民税及び事業税 594

法人税等合計 594

四半期純損失（△） △387,251
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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７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（△） △386,656

減価償却費 618

減損損失 3,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,886

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,821

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） 19,000

受取利息及び受取配当金 △97

支払利息 5,484

株式交付費 1,182

売上債権の増減額（△は増加） 65,156

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,240

仕入債務の増減額（△は減少） 24,444

未払金の増減額（△は減少） 82,372

その他 44,058

小計 △221,663

利息及び配当金の受取額 79

利息の支払額 △5,496

法人税等の支払額 △2,015

営業活動によるキャッシュ・フロー △229,096

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △3,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,150

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △50,000

長期借入金の返済による支出 △33,999

株式の発行による収入 198,825

配当金の支払額 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,442

現金及び現金同等物の期首残高 433,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  316,152
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当社は、前事業年度において1,819,443千円の営業損失を計上し、当第1四半期会計期間においても

359,415千円の営業損失を計上しております。また、当第1四半期会計期間において387,251千円の四半

期純損失を計上した結果、純資産が1,005,174千円のマイナスと債務超過の状態になっております。こ

れらの状況により、前事業年度に引き続き、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テレビ媒体及びインターネット、携帯電話媒体戦略の見直し  

 不採算な傾向が顕著となりつつある地方ローカル局での長尺放送枠を大幅に削減し、媒体採算の効率

化を推し進める一方で、大都市圏（東名阪）での地上波キー局中心の短尺スポット（90秒・60秒）運用

に重点を移し、「プライムショッピング」ブランドと商品認知の拡大を狙います。同時にＴＶ、インタ

ーネット、携帯電話と言った媒体間の導線強化を進め、他社との連携や相互コンテンツ（商品）のサイ

トへの掲載を強化し、受注の最大化を目指します。 

②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最適プロモーションへ活用し、効果的で効

率的な販売促進を進めます。また、新商品の上市に際しましては試験的な販売を行い、お客様の反応な

どを科学的に分析して参ります。お客様の声のフィードバックに基づく商品の品質改善と番組制作の改

良を行い、勝ちパターンを構築いたします。  

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、これまでの販売チャネル毎の営業体制と全社組織を見直し、商品開発機能の充実と営業販

売体制の強化、業務と情報の流れを整え推進しております。  

 これにより、新商品開発・企画力や市場へ商品を効果的に展開するまでの機能が強化され、且つ全社

数値管理へ至るまで一貫性を持って進める体制を整えました。  

④新たな収益モデルの確立  

 当社が保有するテレビ放送事業である「365.tv」の活用や、当社商品をお買い上げ頂いたお客様へ商

品をお届けする機能を商品化し、他社へ販売すると言った新しい収益モデルの確立を急いでおります。

こうした新たな施策を展開することによって既存のメディア営業事業とホールセール事業の収益を補完

し、ヒット商品に依存しない安定的な収益基盤を獲得します。  

 財務面においては、当第1四半期会計期間において第三者割当増資等による200,007千円の資金調達を

行いました。また、自己資本の充実と安定した財務体質への転換のため、平成22年1月1日に株式会社ジ

パングを吸収合併することを平成21年10月28日の取締役会において決議し、合併契約を締結しました。

当該合併により、当社は債務超過の早期解消と財務基盤の強化、新しい電子小売業の事業モデル構築を

より確実に進めることが可能と考えております。 

 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、四半期財務諸表は、上記の事業計画及び吸収合併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四半期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
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当社は、平成21年9月24日付で、第三者割当増資による払い込みを受けました。この結果、当第1四半

期会計期間において資本金が100,003千円、資本準備金が100,003千円増加し、当第1四半期会計期間末

において資本金が1,284,721千円、資本剰余金が1,513,116千円となっております。 

  

(6)その他 

  

１．重要な後発事象 

当第1四半期会計期間（自平成21年7月1日至平成21年9月30日） 

（会社の合併） 

 当社は平成21年10月28日開催の取締役会において、当社収益基盤の早期安定化を実現するとともに、

債務超過の早期解消と財務基盤の強化による新しい電子小売業の事業モデル構築を進めることを目的

に、平成22年1月1日をもってグリーンシート上場の株式会社ジパングと合併することを決議し、同日付

にて合併契約を締結しております。なお、本合併は、平成21年12月18日に開催予定の両社臨時株主総会

において承認されることを前提としております。また、平成22年1月1日付で当社は商号を「株式会社ジ

パング・ホールディングス」に変更する予定であります。 

(1)合併期日  平成22年1月1日 

(2)合併方式  当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジパングは解散する。 

(3)合併比率  当社株式を1株につき2株の割合をもって分割し、株式会社ジパングの普通株式1株に対

し、株式分割後の当社の普通株式1株を割当て交付致します。ただし、株式会社ジパングが保有する自

己株式25,244株については、合併による株式の割当ては行いません。当社が交付する普通株式数は

4,484,245株の予定であります。 

(4)合併比率の算定根拠 当社は三嶋良英事務所を、株式会社ジパングは乗田公認会計士事務所をそれ

ぞれ第三者機関として選定して合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考をもとに当事者間で協議

の上、算定しました。 

(5)財産の引継  合併期日において被合併会社の資産・負債及び権利義務の一切を引継ぐ。 

(6))会計処理の概要 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業

結合会計及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19

年11月15日）の規定により逆取得に該当するため、合併後の財務諸表については当社を被取得企業とす

る持分プーリング法を適用いたします。なお、合併による資本金の増加は予定しておりません。 

(7)被合併会社の概要（連結数値） 

①事業内容            金精鉱の生産、金の精錬、金属鉱業、土石採取業 

                  鉱物資源の開発等 

 ②連結売上高（平成21年3月期）     4,972百万円 

 ③連結当期純利益（平成21年3月期）   3,667百万円 

 ④連結総資産（平成21年3月期）     6,803百万円 

 ⑤連結純資産（平成21年3月期）     3,508百万円 

 ⑥従業員（平成21年3月期）        179名 

  

(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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（株式分割） 

 当社は平成21年10月28日の取締役会において、下記の通り株式の分割について決議いたしました。 

(1)株式分割の目的 

 株式会社ジパングとの吸収合併を行うにあたり、同社株式2株に対して当社の分割前株式1株を割り当

てることを予定しておりましたが、同合併比率にて株式交付を行った場合には、同社既存株主 

に多くの端株を所有する株主が存在することとなるため、同社との株式の合併比率を１対１として株主

価値の毀損を防ぐとともに、端株整理に伴う費用支出を抑制する目的にて実施致します。 

(2)分割方法 

 平成21年12月31日を基準として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、普通株式1

株につき2株の割合をもって分割（1株につき1株を無償交付）いたします。 

(3)分割により増加する株式数 

 株式分割前の当社発行済株式総数   81,615株 

 今回の分割により増加する株式数   81,615株 

 株式分割後の当社発行済株式総数  163,230株 

 株式分割後の当社発行可能株式総数 537,808株 

(4)株式分割の効力発生日 

 平成22年1月1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報については、それぞれ以下の通り

であります。 

  

 
（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当た

り四半期純損失であるため、記載しておりません。 

  

  

  

1株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末 前事業年度末

（平成21年9月30日） （平成21年6月30日）

△6,584.89円 △6,604.04円

1株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

 当第1四半期累計期間  前第1四半期連結累計期間

（自 平成21年7月1日 （自 平成20年7月1日

 至 平成21年9月30日）  至 平成20年9月30日）

1株当たり四半期純損失 △2,836.30円 1株当たり四半期純損失 △4,129.82円
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等
(1)（要約）前第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前第１四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 1,079,396

  受取手形及び売掛金 335,905

  有価証券 10,049

  商品 507,413

  営業貸付金 771,621

  その他 174,770

  貸倒引当金 △ 17,435

  流動資産合計 2,861,720

 固定資産

  有形固定資産 86,909

  無形固定資産 67,502

  投資その他の資産

   投資有価証券 504,905

   その他 52,381

   投資その他の資産合計 557,286

  固定資産合計 711,699

 資産合計 3,573,419

負債の部

 流動負債

  買掛金 228,174

  短期借入金 1,200,000

  未払法人税等 2,058

  賞与引当金 9,775

  未払金 589,910

  その他 68,685

  流動負債合計 2,098,604

 固定負債

  退職給付引当金 18,259

  役員退職慰労引当金 59,440

  固定負債合計 77,699

 負債合計 2,176,304

純資産の部

 株主資本

  資本金 1,184,717

  資本剰余金 1,413,113

  利益剰余金 △ 1,176,535

  自己株式 △ 16,461

  株主資本合計 1,404,833

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 88,445

  評価・換算差額等合計 △ 88,445

 新株予約権 68,965

 少数株主持分 11,761

 純資産合計 1,397,114
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負債純資産合計 3,573,419

(2)（要約）前第1四半期連結損益計算書

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日)

売上高 1,200,207

売上原価 543,825

売上総利益 656,381

販売費及び一般管理費 1,201,698

営業損失（△） △ 545,316

営業外収益

 受取利息 1,541

 デリバティブ評価益 1,318

 その他 663

 営業外収益合計 3,523

営業外費用

 支払利息 602

 その他 720

 営業外費用合計 1,323

経常損失（△） △ 543,115

特別利益

 貸倒引当金戻入益 150

 特別利益合計 150

特別損失

 投資有価証券評価損 4,170

 たな卸資産評価損 6,914

 特別損失合計 11,084

税金等調整前四半期純損失（△） △ 554,050

法人税、住民税及び事業税 720

法人税等合計 720

少数株主利益 45

四半期純損失（△） △ 554,815
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(3)(要約）前第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前四半期純損失（△） △ 554,050

 減価償却費 13,241

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,865

 未収消費税の増減額（△は増加） △ 24,840

 売上債権の増減額（△は増加） 136,746

 営業貸付金の増減額（△は増加） △ 19,122

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 42,618

 たな卸資産評価損 △ 6,914

 未収入金の増減額（△は増加） 25,573

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 61,241

 未払金の増減額（△は減少） 16,345

 その他 2,488

 小計 △ 508,526

 利息及び配当金の受取額 2,090

 利息の支払額 △ 602

 法人税等の支払額 △ 2,370

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 509,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 無形固定資産の取得による支出 △ 5,874

 その他 929

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,945

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 △ 8,340

 その他 △ 141

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 522,835

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281

現金及び現金同等物の四半期末残高 909,445
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