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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 5,486 △77.4 △1,571 ― △1,526 ― △2,639 ―

21年3月期第2四半期 24,276 △21.2 △3,123 ― △2,976 ― △3,959 ―

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 △22.90 ―

21年3月期第2四半期 △65.43 ―

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 8,314 3,400 40.9 11.27
21年3月期 12,461 4,541 36.4 42.29

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,400百万円 21年3月期  4,541百万円

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
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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

通期 10,000 △75.4 △1,800 ― △1,750 ― △2,850 ― △11.92
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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）  無  

［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。］ 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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．その他をご覧下さい。］ 

(3) 四半期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（四半期連結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．その他をご覧下さい。］ 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
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．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 239,142,288株 21年3月期  68,642,288株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,063,859株 21年3月期  8,560,904株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 115,270,369株 21年3月期第2四半期 60,512,301株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した急速な景気後退の影

響により、企業業績や雇用情勢が大きく回復する兆しが依然として見えず、経済情勢の不透明感から個人

消費は引き続き低迷し、小売業界におきましても、依然として厳しい経営環境となりました。 

このような状況の中、当社グループでは赤字体質の脱却の為の構造改革の抜本的見直しの最終段階であ

った郊外型家電販売事業の撤退を完了致しました。秋葉原事業においても経営資源の選択と集中を図るた

め、ASOBITCITYの統合を一部実施するとともに、閉店店舗の物件解約やリーシングを実施するなど、単月

黒字化の早期達成に向けた改善策を図ってまいりました。しかしながら、当該改善策は途上の段階であ

り、店舗縮小に伴う退職金等のリストラクチャリング費用がかさむこととなりました。 

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高54億86百万円（前年同期比77.4％減）、営

業損失15億71百万円（前年同期は、31億23百万円の損失）、経常損失15億26百万円（前年同期は、29億76

百万円の損失）、当期純損失26億39百万円（前年同期は、39億59百万円の損失）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りです。 

（1）物品販売事業 

当事業部門におきましては、7月に郊外型家電量販店の1店舗を閉鎖し、当第２四半期連結累計期

間末日時点において秋葉原地区での営業に専念しております。 

秋葉原地区につきましては、各店舗の品揃えをより専門的に再構築を目指してまいりましたが、

長引く新型インフルエンザの感染の拡大と円高の影響により海外からの旅行客の減少でデューティ

ーフリー事業の不振が続くこととなり、当第２四半期連結累計期間の売上高は、51億11百万円（前

年同期比78.36％減）となりました。 

（2）不動産賃貸事業 

当事業部門におきましては、当社グループの所有物件の売却を継続した事より、売上高は３億26

百万円（前年同期比33.03％減）となりました。 

（3）その他の事業 

当事業部門におきましては、通信事業関連により売上減少に伴い、売上高は49百万円（前年同期

比70.89％減）となりました。 

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ41億47百万円減少し、

83億14百万円となりました。また、純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ 11億41百万円減少

し、34億円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億69百万円減

少し、２億89百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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営業活動によるキャッシュ・フローは、26億84百万円のマイナス（前年同期は23億13百万円のマイナ

ス）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失26億29百万円を計上したものの、店舗閉鎖によ

り店舗整理損として７億45百万円を計上したほか、売上債権３億26百万円、たな卸資産４億90百万円、差

入保証金３億86百万円、その他資産４億５百万円の減少による増加があったものの、退職給付引当金9億

52百万円、その他負債13億77百万円がそれぞれ減少し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・フローは、８億15百万円の収入（前年同期は７億69百万円）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の売却による収入が４億12百万円、敷金及び保証金の回収による収入が４

億51百万円あ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・フローは、14億99百万円の収入（前年同期は5億円のマイナス）となりま

した。これは主に、新たな株式発行による収入として15億円の収入があったことによるものであります。

  

当第２四半期累計期間（連結・個別）の業績の状況を踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成21年

５月21日付の「平成21年３月期 決算短信」により公表いたしました「平成22年３月期の業績予想」を平

成21年11月６日に修正しております。 

 詳細につきましては、平成21年11月６日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 今後、業績に重要な変動が見込まれる場合には、別途公表いたします。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計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、前連結会計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 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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、前連結会計年度末において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

③ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わ

ないで債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方

法により相殺消去しております。 

  

退職給付 

従業員の退職給付に備えるため、当第２四半期連結会計期間における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき当第２四半期連結会計期間において発生していると認められる退職給付費用を計

上しております。 

当社グループは、前期より早期黒字化に向けて経営改善計画を策定し、計画に基づき、各事業の

見直しと間接経費の大幅な削減、秋葉原事業に特化するため郊外店舗からの撤退等により、従業員

数が大幅に減少したため、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理（企業会計基準適用指針第

１号）」の大量退職に該当すると判断し、退職給付制度の一部終了に準ずる処理を行い、大量退職

に伴う退職給付費用として、特別損失に１億８百万円を計上しております。 

また、退職給付債務について大量退職により社員数が大幅に減少したことから、従来、原則法に

より算定した退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき退職給付引当金を計上しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より簡便法により算出し計上する方法に変更しております。 

なお、この変更により、特別利益として１億36百万円を計上しております。 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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

①追加情報
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 289,495 659,106 
受取手形及び売掛金 267,581 594,524 
商品及び製品 990,578 1,475,571 
原材料及び貯蔵品 7,718 12,864 
未収入金 172,826 287,732 
その他 433,606 618,824 
貸倒引当金 △41,705 △43,543 

流動資産合計 2,120,101 3,605,080 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 875,029 1,188,464 
車両運搬具（純額） 1,077 1,197 
工具、器具及び備品（純額） 28,449 33,771 
土地 75,839 178,887 
有形固定資産合計 980,395 1,402,320 

無形固定資産   
ソフトウエア仮勘定 34,605 － 
その他 53,468 91,991 
無形固定資産合計 88,074 91,991 

投資その他の資産   
投資有価証券 20,560 22,010 
長期貸付金 138,646 142,531 
敷金及び保証金 4,976,115 7,194,932 
その他 464,501 520,178 
貸倒引当金 △473,607 △517,893 

投資その他の資産合計 5,126,216 7,361,759 

固定資産合計 6,194,686 8,856,071 

資産合計 8,314,787 12,461,151 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 406,582 608,117 
未払金 337,345 － 
未払費用 36,927 1,284,228 
繰延税金負債 － 278 
ポイント引当金 189,693 303,947 
退店損失引当金 1,590,903 1,728,036 
未払法人税等 25,907 31,757 
短期借入金 330,000 330,000 
その他 191,815 570,965 
流動負債合計 3,109,175 4,857,330 

固定負債   
長期預り保証金 800,126 1,050,428 
繰延税金負債 － 21 
退職給付引当金 404,734 1,357,595 
役員退職慰労引当金 559,594 559,594 
その他 40,901 94,903 
固定負債合計 1,805,356 3,062,543 

負債合計 4,914,531 7,919,874 
純資産の部   
株主資本   
資本金 6,750,000 6,000,000 
資本剰余金 11,105,138 10,826,196 
利益剰余金 △14,025,135 △11,385,748 
自己株式 △426,685 △897,559 

株主資本合計 3,403,317 4,542,888 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △3,061 △1,611 

評価・換算差額等合計 △3,061 △1,611 

純資産合計 3,400,255 4,541,276 

負債純資産合計 8,314,787 12,461,151 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

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

売上高 24,276,278 5,486,934 
売上原価 20,236,406 4,395,162 
売上総利益 4,039,871 1,091,771 

販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 481,362 28,352 
運搬費 626,782 235,438 
減価償却費 139,238 21,940 
貸倒引当金繰入額 8,254 6,130 
給料及び手当 1,781,068 714,192 
法定福利費 223,891 73,370 
退職給付費用 207,768 142,614 
賃借料 1,853,101 582,068 
その他 1,842,293 859,383 
販売費及び一般管理費合計 7,163,761 2,663,492 

営業損失（△） △3,123,889 △1,571,721 

営業外収益   
受取利息 19,417 3,256 
受取配当金 228 176 
仕入割引 140,530 20,929 
負ののれん償却額 16,614 － 
その他 79,466 48,488 
営業外収益合計 256,256 72,851 

営業外費用   
支払利息 81,698 17,379 
売上割引 6,110 5,111 
その他 20,741 5,173 
営業外費用合計 108,551 27,664 

経常損失（△） △2,976,183 △1,526,534 

特別利益   
敷金保証金返還差益 93,054 － 
固定資産売却益 22,851 71,732 
貸倒引当金戻入額 － 6,080 
退職給付引当金戻入額 － 136,130 
契約精算益 － 94,066 
その他 9,582 102,480 
特別利益合計 125,488 410,490 
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（単位：千円）

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

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

特別損失   
減損損失 860,991 － 
固定資産除却損 210 5,904 
固定資産売却損 5,556 99,718 
店舗整理損 － 745,325 
商品盗難損 118,122 － 
システム契約解約損 263,420 － 
退店損失引当金繰入額 － 423,923 
退職給付費用 － 108,434 
その他 203,183 129,662 
特別損失合計 1,451,483 1,512,969 

税金等調整前四半期純損失（△） △4,302,178 △2,629,013 

法人税、住民税及び事業税 22,686 10,673 
法人税等調整額 △708 △299 

法人税等合計 21,978 10,373 

少数株主損失（△） △364,811 － 

四半期純損失（△） △3,959,345 △2,639,387 

ラオックス株式会社（8202）平成22年3月期第2四半期決算短信

9



【第２四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

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

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

売上高 12,100,236 2,458,421 
売上原価 10,018,829 1,960,280 
売上総利益 2,081,407 498,140 
販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 238,185 11,193 
運搬費 311,659 28,528 
減価償却費 66,491 9,356 
給料及び手当 873,648 234,303 
法定福利費 118,756 33,478 
退職給付費用 112,420 49,839 
賃借料 895,811 248,590 
その他 994,583 377,724 
販売費及び一般管理費合計 3,611,558 993,013 

営業損失（△） △1,530,151 △494,872 

営業外収益   
受取利息 9,551 1,956 
受取配当金 53 22 
仕入割引 74,766 6,912 
負ののれん償却額 8,307 － 
その他 60,244 16,567 
営業外収益合計 152,923 25,458 

営業外費用   
支払利息 41,673 8,797 
売上割引 3,182 2,768 
その他 12,954 4,003 
営業外費用合計 57,810 15,569 

経常損失（△） △1,435,037 △484,983 

特別利益   
固定資産売却益 22,339 － 
貸倒引当金戻入額 － 9,915 
その他 119,653 82,149 
特別利益合計 141,992 92,064 

特別損失   
減損損失 44,233 － 
固定資産除却損 10 2,984 
固定資産売却損 5,556 － 
システム契約解約損 263,420 － 
その他 9,152 △1,312 

特別損失合計 322,373 1,671 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,615,418 △394,590 

法人税、住民税及び事業税 13,264 4,452 
法人税等調整額 775 － 

法人税等合計 14,040 4,452 

少数株主損失（△） △31,762 － 

四半期純損失（△） △1,597,695 △399,043 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   
税金等調整前四半期純損失（△） △4,302,178 △2,629,013 
減価償却費 160,973 28,077 
減損損失 860,991 － 
のれん償却額 △16,614 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,708 △46,123 
賞与引当金の増減額（△は減少） △72,555 － 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △63,725 △952,861 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,534 － 
受取利息及び受取配当金 △19,645 △3,433 
支払利息 81,698 17,379 
投資有価証券売却損益（△は益） △16 － 
固定資産除却損 210 5,904 
固定資産売却損益（△は益） △17,294 27,986 
店舗整理損 34,810 745,325 
退店損失引当金の増減額(△は減少） － △101,063 
会員権売却損益（△は益） △140 3,242 
システム契約解約損 263,420 － 
雑収入 － △60,956 
雑損失 10,673 215,525 
売上債権の増減額（△は増加） 486,497 326,943 
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,150,124 490,139 
仕入債務の増減額（△は減少） △827,245 △77,209 
差入保証金の増減額（△は増加） 488,597 386,232 
未収入金の増減額（△は増加） 296,345 31,545 
長期未払金の増減額（△は減少） △10,090 △40,367 
預り保証金の増減額（△は減少） △25,118 △45,645 
その他の資産の増減額（△は増加） △181,371 405,323 
その他の負債の増減額（△は減少） △491,337 △1,377,932 

小計 △2,190,816 △2,650,984 

利息及び配当金の受取額 19,903 13,369 
利息の支払額 △79,205 △14,135 
法人税等の支払額 △63,736 △32,945 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,313,854 △2,684,695 
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（単位：千円）

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

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

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 △212,308 △10,963 
有形固定資産の売却による収入 239,239 412,372 
無形固定資産の取得による支出 △1,896 △32,958 
無形固定資産の売却による収入 9,470 － 
投資有価証券の取得による支出 △2 － 
投資有価証券の売却による収入 20 － 
長期貸付金の回収による収入 4,845 4,604 
敷金及び保証金の差入による支出 △621,128 △16,197 
敷金及び保証金の回収による収入 1,230,267 451,543 
会員権の売却による収入 200 7,975 
投資その他の資産の増減額（△は増加） 120,444 △1,109 

投資活動によるキャッシュ・フロー 769,152 815,268 

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 － 140,000 
短期借入金の返済による支出 － △140,000 
自己株式の取得による支出 △500,155 △183 
株式の発行による収入 － 1,500,000 
配当金の支払額 △22 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △500,177 1,499,816 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,044,879 △369,611 

現金及び現金同等物の期首残高 3,112,877 659,106 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,067,997 289,495 
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当社グループは、平成14年３月期から前連結会計期間までに８期連続で営業損失を計上しており、当

第２四半期連結累計期間においても連結営業損失が1,571百万円となっております。また、連結営業キ

ャッシュ・フローも４期連続のマイナスの状況にあり、当第２四半期連結累計期間においてもマイナス

2,684百万円の状況であることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。連結財

務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく諸施策を講じております。 

① 経費削減 

事業の抜本的見直しの 終段階であった郊外型家電販売事業の撤退を７月に完了し、郊外型の営業

店舗は全て閉店致しました。また、秋葉原事業においても経営資源の選択と集中を図るため、８月末

にアソビットキャラシティを閉店し、10月末にはアソビットゲームシティを閉店し、閉店するこの２

店舗をアソビットホビーシティに統合する予定です。 

また、当第２四半期連結会計期間においても、店舗運営コスト及び管理コストの削減を実施し、販売

費及び一般管理費の大幅な削減を進めてまいりました。更なる経費削減を実施するため、引き続き経

費削減に努めてまいります。 

② 経営資源の確保 

当第２四半期連結会計期間において、蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税株式会社との資本・

業務提携により新たな出資を受け、財務基盤の強化を図りました。 

また、当社及び株式会社庄子デンキの閉店店舗に係る敷金・保証金の回収を進めるなど、引き続き経

営資源の確保に努めてまいります。 

③ 戦略 

当第２四半期連結会計期間におきましては、郊外型家電販売事業の撤退を完了し、ASOBITCITYの統

合を一部実施し、閉店店舗の物件解約やリーシングを実施するなど、経営の効率化を図ってまいりま

した。 

 また、第３四半期連結会計期間におきましては、10月30日に本店とデューティーフリー館の２店舗

を同時にリニューアルオープンし、国内家電の強化・海外旅行客への「Japanese Life Style」の提

案を推進すると共に、更なる経営の効率化を図ってまいります。 

 しかし、これらの施策の一部については関係者との協議を行いつつ進めている途上であり、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
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
（注） １ 事業の区分は、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております 

２ 各区分の主な事業の内容 

（１）物品販売事業・・・・・家庭用電気製品等の販売事業 

（２）不動産賃貸事業・・・・不動産の賃貸業 

（３）その他・・・・・・・・保険代理業、リサイクル商品販売及び通信事業代理店業  

３ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基準となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「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）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、影響は軽微であります。  

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

 
（注） １ 事業の区分は、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております 

２ 各区分の主な事業の内容 

（１）物品販売事業・・・・・家庭用電気製品等の販売事業 

（２）不動産賃貸事業・・・・不動産の賃貸業 

（３）その他・・・・・・・・保険代理業、リサイクル商品販売及び通信事業代理店業  

  

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

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社を有しておりませんので該当事項はありません。 

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

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社を有しておりませんので該当事項はありません。 
  

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

海外売上高は、連結売上高の10％未満でありますので、その記載を省略しております。 

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

海外売上高は、連結売上高の10％未満でありますので、その記載を省略しております。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

物品販売事業 
(千円)

不動産賃貸事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

23,619,340 487,824 169,113 24,276,278 ― 24,276,278

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

59,993 4,460 ─ 64,453 △64,453 ―

計 23,679,333 492,284 169,113 24,340,731 △64,453 24,276,278

営業利益(又は営業損失) △3,263,949 180,322 △38,808 △3,122,435 29 △3,122,406

物品販売事業 
(千円)

不動産賃貸事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,111,013 326,695 49,224 5,486,934 ― 5,486,934

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17,084 4,227 ─ 21,311 △21,311 ―

計 5,128,098 330,922 49,224 5,508,245 △21,311 5,486,934

営業利益(又は営業損失△) △1,757,532 98,572 △61,422 △1,720,383 148,661 △1,571,721

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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（１）平成21年７月３日開催の取締役会決議において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却

することを決議し、平成21年７月23日、当社普通株式を、4,500,000株消却いたしました。 

（２）当社は、平成21年８月３日付で、GRANDA MAGIC LIMITED（蘇寧電器股份有限公司の子会社）並び

日本観光免税株式会社から第三者割当増資の払込を受け、当第２四半期連結会計期間において資

本金が750百万円、資本準備金が750百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金

が6,750百万円、資本準備金が1,750百万円となっております。 

(6) 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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