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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 26,011 ― △1,642 ― △1,807 ― △1,904 ―
21年2月期第3四半期 30,388 ― △1,232 ― △1,404 ― 1,070 ―

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2月期第3四半期 △56.53 ―
21年2月期第3四半期 46.05 ―

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2月期第3四半期 20,230 46 0.2 1.39
21年2月期 21,688 1,952 9.0 57.96

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  46百万円 21年2月期  1,952百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 0.00 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  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 36,850 △9.4 △1,280 ― △1,490 ― △1,720 ― △51.00
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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  

(注）詳細は、４～５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、４～５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 有
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2月期第3四半期 33,717,840株 21年2月期  33,717,840株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  24,691株 21年2月期  24,191株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第3四半期 33,693,327株 21年2月期第3四半期 23,248,463株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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算定したものであり、実際の業績は今後様々な要因により、予想数値と異 
  なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
  準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第３四半期累計期間（平成21年３月１日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益の低迷に伴う

設備投資の減少及び所得減少の長期化、雇用情勢の悪化に伴う消費の不振が続き、先行き不透明な状況で推移いたし

ました。 

このような状況のもと、当社は昨年度策定した再生のための「中期事業計画」の骨子である「売上高の維持・確

保」、「在庫回転率の向上」、「収益力の強化」を推し進め、店頭が輝くための基本項目（ＣＳ）の徹底や、強いチ

ームを作るための社内コミュニケーションの強化等、店頭販売力の向上に努めてまいりました。 

また、当年度は創業60周年にあたることから、周年事業として各種イベント、店頭プロモーションや「お客様感

謝ＤＡＹ」を実施し、積極的な需要喚起策による店頭集客の最大化と売上の回復を図りました。新規店舗として３月

に「リーフウォーク稲沢店」、４月に「ラザウォーク甲斐双葉店」、９月に「ららぽーと新三郷店」及び「ロックイ

ンミュージックららぽーと新三郷店」、「ゼスト御池店」、「柏ステーションモール店」、10月に「玉川髙島屋Ｓ・

Ｃ店」、11月に「ロックイン渋谷店」の８店舗を出店、既存店13店舗の改装を実施するなど、店頭売上高の確保に努

めました。平成21年11月30日現在の店舗数は209店舗（前第３四半期末比２店舗増）であります。 

利益面では、「収益力の強化」を目指し、役員報酬および従業員の給与の減額による人件費の低減や賃料低減交

渉強化による物件費の抑制、社内プロジェクトによる費目ごとのその他経費の見直し等、更なる諸経費の圧縮を図る

など、業績の回復に努めてまいりました。また、創業60周年記念オリジナル商品３タイトルを発売し、高粗利のプラ

イベート商品の開発に努めました。 

これら施策は、当社の売上前年比が当第３四半期累計期間中、業界の平均前年比を常時上回るなど一定の成果を

上げることが出来ましたが、当社主力の音楽ソフトパッケージ市場の縮小による業界全体の環境悪化の影響を挽回す

るにはいたりませんでした。 

事業別の状況は、音楽事業は音楽・映像ソフトの生産実績が低迷し、消費マインドが雇用・所得環境の悪化によ

り低水準にあることで厳しい環境で推移しております。 

当社はモバイル会員の獲得活動を強力に推し進め、店頭への来店促進による売上の確保に努めました。音楽事業

の売上は、３月、９月は音楽・映像ソフトの強力新譜商品の影響等により予算を上回ることができましたが、それ以

外の月度は新譜作品不足により低迷し厳しい環境のまま推移しました。楽器部門は、主力であるロックイン店舗での

接客応対販売の再強化と楽器複合店の運営強化に注力しましたが、高額商品の売上不振もあり、音楽事業の当第３四

半期累計期間の売上高は250億63百万円となりました。 

書籍事業の売上高は９億32百万円で、不動産賃貸によるその他の売上高は14百万円となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は、260億11百万円となりました。営業損益につきましては、売上高

の減少とそれに伴う仕入リベートの減少、セール実施に伴う値引額の増加等により売上総利益額が低下、人件費の削

減目標未達もあり、営業損失16億42百万円、経常損失は18億７百万円となり、四半期純損失は19億４百万円となりま

した。 

  

  当第３四半期会計期間末における総資産は202億30百万円となり、前事業年度末と比較して14億58百万円減少いた

しました。流動資産の合計は、前事業年度末と比較して５億53百万円減少し118億94百万円となりました。これは主

に現金及び預金の減少によるものです。固定資産の合計は、前事業年度末と比較して９億４百万円減少し83億36百万

円となりました。負債総額は、前事業年度末と比較して４億47百万円増加し201億83百万円となりました。これは主

に買掛金の増加によるものです。純資産は、前事業年度末と比較して19億６百万円減少し46百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は0.2％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

２．財政状態に関する定性的情報
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(キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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、前事業年度末と比較して６億

19百万円減少し、５億42百万円となりました。当第３四半期累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。 

 当第３四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12億99百万円の減少となりました。これ

は、主に仕入債務の増加額が10億55百万円及び売上債権の減少額が２億46百万円あった一方で、税引前四半期純損失

18億15百万円を計上したこと、及びたな卸資産の増加額が５億30百万円あっ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８億82百万円の増加となりました。これは主に新店・改装等に伴う固定

資産の取得による支出が３億34百万円あった一方で、退店等に伴う敷金及び保証金の回収による収入が11億65百万円

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２億円の減少となりました。これは主に短期借入れによる収入が２億90

百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出４億80百万円があったことによるものであります。 

  

   通期業績予想につきましては、平成21年10月７日に公表した業績予想から修正は行っておりません。  

  

１. 簡便な会計処理  

①  固定資産の減価償却費の算定方法 

  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。 

②  たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

③ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四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. 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、前事業年度

の年税額を基礎として算定しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

  

  ① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  なお、第１四半期会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）から、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する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）附則第６

条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

② リース取引に関する会計基準の適用  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を採用しております。これによる損益に与える影響はありません。   

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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③ 不動産賃貸に係る収益及び費用の会計処理の変更  

  従来、不動産賃貸に係る収益及び費用は営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、自社店舗のテ

ナントへの賃貸が発生していること及び今後も賃貸料の増加が見込まれることから、経営成績をより適正に表

示するため、第１四半期会計期間より売上高及び売上原価に計上する方法に変更いたしました。 

 この結果、当第３四半期累計期間における売上高は14,192千円、売上原価は5,868千円、売上総利益は8,324

千円増加し、営業損失は8,324千円減少しております。経常損失及び税引前四半期純損失に対する影響はあり

ません。 

  

当社は４期連続して当期純損失（前事業年度は159百万円）を計上しておりますが、当第３四半期累計期間に

おきましても、四半期純損失1,904百万円を計上したことにより、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。 

このような状況を解消するため、「中期事業計画」に基づき「売上高の維持・確保」、「在庫回転率の向

上」、「収益力の強化」に取り組んでおります。 

今後も引き続き、当社は収益構造の転換を図るため、スクラップ・アンド・ビルドによる店舗の活性化と経費

の圧縮を図ってまいります。第４四半期におきまして、不採算店舗を当期末までに12店舗退店する予定です。 

（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３四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,292,741 1,911,786

受取手形及び売掛金 1,315,256 1,561,747

商品及び製品 8,895,496 8,365,440

その他 407,188 631,371

貸倒引当金 △16,658 △22,462

流動資産合計 11,894,024 12,447,882

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,737,520 1,780,978

構築物（純額） 2,445 2,812

工具、器具及び備品（純額） 401,218 317,731

土地 2,294,911 2,458,358

有形固定資産合計 4,436,096 4,559,881

無形固定資産 182,419 183,334

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,716,214 4,459,967

その他 311,524 383,373

貸倒引当金 △309,946 △345,878

投資その他の資産合計 3,717,793 4,497,462

固定資産合計 8,336,309 9,240,678

資産合計 20,230,333 21,688,561

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,020,048 2,964,392

短期借入金 280,000 －

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 127,047 145,000

引当金 92,507 114,414

その他 553,722 858,347

流動負債合計 5,473,326 4,482,154

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 11,812,646 12,293,434

退職給付引当金 1,478,426 1,506,651

その他の引当金 25,259 16,975

その他 393,755 436,391

固定負債合計 14,710,088 15,253,452

負債合計 20,183,415 19,735,606
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,504,548 4,504,548

資本剰余金 738,756 3,997,528

利益剰余金 △1,887,136 △3,258,771

自己株式 △9,484 △9,448

株主資本合計 3,346,683 5,233,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,147 △2,693

土地再評価差額金 △3,295,617 △3,278,207

評価・換算差額等合計 △3,299,765 △3,280,901

純資産合計 46,918 1,952,954

負債純資産合計 20,230,333 21,688,561
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 26,011,091

売上原価 18,720,931

売上総利益 7,290,160

販売費及び一般管理費 8,932,596

営業損失（△） △1,642,435

営業外収益  

受取利息 5,089

受取配当金 421

受取手数料 37,916

その他 16,962

営業外収益合計 60,389

営業外費用  

支払利息 206,094

その他 19,392

営業外費用合計 225,487

経常損失（△） △1,807,533

特別利益  

固定資産売却益 9,499

移転補償金 22,028

貸倒引当金戻入額 41,735

その他 5,510

特別利益合計 78,774

特別損失  

固定資産売却損 12,993

固定資産除却損 28,983

たな卸資産処分損 40,880

その他 4,315

特別損失合計 87,172

税引前四半期純損失（△） △1,815,932

法人税等 88,614

四半期純損失（△） △1,904,546
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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（△） △1,815,932

減価償却費 265,213

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,735

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,284

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △21,906

受取利息 △5,089

受取配当金 △421

支払利息 206,094

固定資産除却損 28,983

ゴルフ会員権評価損 400

有形固定資産売却損益（△は益） 3,494

売上債権の増減額（△は増加） 246,491

たな卸資産の増減額（△は増加） △530,056

仕入債務の増減額（△は減少） 1,055,655

未払又は未収消費税等の増減額 5,630

その他 △335,041

小計 △958,159

利息及び配当金の受取額 5,578

利息の支払額 △208,694

確定拠出年金移換金支払額 △29,259

法人税等の支払額 △108,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,299,178

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 △334,613

有形固定資産の売却による収入 163,724

投資有価証券の取得による支出 △997

敷金及び保証金の差入による支出 △114,967

敷金及び保証金の回収による収入 1,165,932

貸付けによる支出 △3,430

貸付金の回収による収入 6,810

投資活動によるキャッシュ・フロー 882,459

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 290,000

短期借入金の返済による支出 △10,000

長期借入金の返済による支出 △480,788

自己株式の取得による支出 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △619,044

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 542,741
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 当社は４期連続して当期純損失（前事業年度は159百万円）を計上しておりますが、当第３四半期累計期間に

おきましても、四半期純損失1,904百万円を計上したことにより、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。このような状況を解消するため、「中期事業計画」に基づき「売上高の維持・確

保」、「在庫回転率の向上」、「収益力の強化」に取り組み、当第３四半期会計期間につきましては、次のとお

り実施してまいりました。   

 「売上高の維持・確保」につきましては、集客が期待できる立地環境にあるエリアに出店を進めてまいりまし

た。９月には、「ロックインミュージックららぽーと新三郷店」（ロックインミュージックは、ファミリー層を

対象に品揃えしたＳＣ対応型の新ブランド）及び「ららぽーと新三郷店」など４店舗、10月には楽器複合店であ

る「玉川髙島屋Ｓ・Ｃ店」、11月には「ロックイン渋谷店」などマルチブランド戦略に基づいた楽器店及び楽器

複合店を中心に開設してまいりました。 

 また、デフレ市況に対応したＤＶＤ低価格セールをはじめ価格訴求型のセールを実施するとともに、小売店の

原点であるお客さまにご満足いただくためのＣＳ教育の充実を図ってまいりました。ＣＳ教育につきましては、

社内コンシェルジュ認定者が増加し、各ＳＣにおけるＣＳコンテストに出場するなど効果が徐々に上がってまい

りました。 

 しかしながら、当第３四半期会計期間におきましては、洋楽ジャンルで回復の兆しを見せ、音楽ＤＶＤも伸張

したものの、売上高は計画数値を若干下回りました。 

 「在庫回転率の向上」につきましては、新譜の発注全般をコントロールいたしましたが、ヒットを期待された

強力新譜が不振であった影響を受けて在庫回転率が低下いたしました。 

  そのため、滞留している新譜在庫の消化に努め、新譜コントロールの精度向上を図ってまいります。一方で売

れ筋旧譜商品の幅を広げて品揃えを拡充することにより、在庫回転率の向上を目指してまいります。 

 「収益力の強化」につきましては、創業60周年記念オリジナル商品を３タイトル発売し、高粗利のプライベー

ト・ブランド商品の開発に努めました。今後も高粗利商品の拡充を図ってまいります。 

 経費面につきましては、人件費は、店舗作業の効率化により残業時間の短縮及びアルバイト時間数の削減を実

施しております。物件費は、ロックイン八王子店を移転し八王子東急スクエア店を楽器複合店にするなど、店舗

の坪効率の向上に努めております。その他経費につきましても、第１四半期から継続して削減圧縮に努めており

ます。 

 今後も引き続き、当社は収益構造の転換を図るため、スクラップ・アンド・ビルドによる店舗の活性化と経費

の圧縮を図ってまいります。第４四半期につきましては、不採算店舗を12店舗退店する予定です。 

  売上高の確保につきましては、今後の消費動向や音楽映像ソフトメーカーの生産実績の増減、強力新譜の有

無が大きく影響することから計画通りに確保できない不確実性があり、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、四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記のような重要な不確実性の影響を四半期

財務諸表には反映しておりません。  

   

 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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

   

 該当事項はありません。  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 
百分比 
（％）  

Ⅰ 売上高  30,388,987  100.0

Ⅱ 売上原価  21,349,344  70.3

売上総利益  9,039,643  29.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  10,272,641  33.8

営業損失  1,232,998  △4.1

Ⅳ 営業外収益  176,420  0.6

Ⅴ 営業外費用  348,029  1.1

  経常損失    1,404,607  △4.6

Ⅵ 特別利益  3,281,007  10.8

Ⅶ 特別損失  721,819  2.4

税引前四半期純純損失   1,154,580  3.8

税金費用  83,981  0.3

四半期純損失   1,070,598  3.5

６．その他の情報
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