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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 2,185 ― △597 ― △672 ― △790 ―
21年2月期第3四半期 14,479 ― △155 ― △210 ― △917 ―

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 △12.50 ―
21年2月期第3四半期 △18.01 ―

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 847 △971 △119.6 △8.02
21年2月期 1,543 △690 △44.7 △13.61

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  △1,013百万円 21年2月期  △690百万円

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 3,199 20.0 △718 ― △801 ― △933 ― △14.34
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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、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 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） 22年2月期第3四半期 126,315,542株 21年2月期  50,767,234株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  77,694株 21年2月期  76,018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  63,227,512株 21年2月期第3四半期 50,767,234株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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３四半期会計期間におけるわが国の経済は、昨年秋より続く世界的な景気後退のなか、政府の経済

対策の効果により消費は一時的に増加し、企業の在庫調整の進展により一部には改善の兆しが見受けられ

ましたが、デフレ懸念と雇用情勢の悪化傾向が続いており、景気は全般的に厳しい状況で推移いたしまし

た。また、雇用・所得環境は悪化傾向が顕著に現れており、先行き不安による生活防衛意識は一層強ま

り、個人消費も低調に推移いたしました。 

ＴＶゲーム関連業界におきましては、大型タイトル「ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシ

ルバー」「Wiiフィットプラス」が発売され、ポケットモンスターは2作品で350万本を、Wiiフィットプラ

スは100万本を超す大ヒット商品となり順調な売れ行きでありましたが、市場全体で言えば低調な売れ行

きとなりました。また、ハード市場におきましては、画面を大型化したNintendo DSiLLが発売されると共

に、薄型・軽量化に特化したPS3の新型が発売され順調な売れ行きでありましたが、その他のゲーム機に

関しては既に普及していることもあり、市場環境は全体的に景気低迷の影響を受け低調な推移となりまし

た。 

このような状況のもと、当第３四半期会計期間においては、収益力の改善、コスト削減を推進するた

め、すべての直営店舗と委託型店舗を閉鎖した影響、業務提携により一部商品の販売が売上として計上さ

れない事もあり、大幅に売上高が減少いたしました。 

また、前事業年度において当社の親会社であったジェイオーグループホールディングス株式会社（以

下、JOGHD）グループの中核企業であり、かつ当社の兄弟会社（JOGHDの子会社）であったジェイオー建設

株式会社の民事再生開始及び平成21年７月１日付でJOGHDが上場廃止となったことで、当社とメーカーと

の取引がこれまでどおりに行えない等の影響があり前事業年度においては、JOGHDとの株式交換契約の合

意解除や株式会社センタイとの業務提携等で商品供給の安定化を図り、また本事業年度においては、第三

者割当増資による資本増強を行い、当社主力事業のＴＶゲーム関連における与信を早急に回復し、商品供

給体制を安定させることに懸命に努めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は以下のようになりました。 

（売上高） 

当第３四半期累計期間における売上高は、収益力の改善、コスト削減を目的として第２四半期までに

行った直営店舗の閉鎖等の影響により、21億85百万円となりました。 

（売上総利益） 

当第３四半期累計期間における売上総利益は、上記の売上高の要因等により、２億円となりました。

（営業損益） 

当第３四半期累計期間における営業損益は、上記の売上総利益の要因によるものの、人件費及び支払

手数料の計上等により５億97百万円の損失となりました。 

（経常損益） 

当第３四半期累計期間における経常損益は、上記の営業損益の要因に加え、支払利息及び増資等に係

る支払手数料の計上等により６億72百万円の損失となりました。 

（四半期純損益） 

当第３四半期累計期間における四半期純損益は、上記の経常損益の要因に加え、貸倒引当金繰入の計

上等により７億90百万円の損失となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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（資産の部） 

当第３四半期累計期間末における資産合計は、８億47百万円となり、前事業年度末に比べ６億95百万

円減少いたしました。主に、長期差入保証金の減少１億99百万円、販売及び評価損によるたな卸資産の

減少２億42百万円、前渡金の減少53百万円及び現金預金の減少49百万円によるものであります。 

（負債の部） 

当第３四半期累計期間末における負債合計は、18億19百万円となり、前事業年度末に比べ４億13百万

円減少いたしました。主に、返済等による短期借入金の減少１億76百万円、預り保証金の減少71百万

円、未払金の減少53百万円によるものであります。 

（純資産の部） 

当第３四半期累計期間末における純資産は、９億71百万円の債務超過となり、前事業年度末に比べ２

億81百万円減少いたしました。主に、四半期純損失７億90百万円の計上による利益剰余金の減少があっ

た反面、新株式発行による資本金及び資本準備金の増加４億63百万円や新株予約権の発行による新株予

約権の増加41百万円によるものであります。 

  

平成22年２月期通期の業績予想につきましては、平成21年10月14日付「特別利益及び特別損失の発生並

びに業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想に変更はありません。 

業績等の予想数値につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確

実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、今後の業況等により予想とは異なる可能性があ

ります。 

  

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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 棚卸資産の評価方法 

第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、総平均による原価法によっておりました

が、当事業年度より「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

③ 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 最終改正平成19年３月30日）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 最終改正平成19年３月30日）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できるようになったことに伴い、第１四半期会計期間

よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に準じた会計処理によっております。 

また、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によっております。 

この変更による損益に与える影響はありません。 

  

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

㈱NESTAGE（7633） 平成22年2月期 第3四半期決算短信（非連結）

－5－



当社は、前事業年度に引き続き第１四半期会計期間において２億31百万円の営業損失及び２億58百万

円の四半期純損失を計上、また、第２四半期会計期間において２億47百万円の営業損失及び３億36百万

円の四半期純損失を計上し、さらに当第３四半期会計期間において１億18百万円の営業損失及び１億96

百万円の四半期純損失を計上しており、その結果９億71百万円の債務超過になっております。また金融

機関からの借入につき返済条項の不履行があり、新規借入が困難な状況にあります。 

これにより、当社には継続企業の前提に関する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、以下の施策を行う所存であります。 

①収益力の改善及びコスト削減 

当事業年度第１四半期会計期間において、すべての直営店舗と委託型店舗を閉鎖いたしました。今後

も人件費を中心とする固定コストの一層の削減を推し進めるとともに、資産効率の改善に努めてまいり

ます。 

また、下記「②資本政策」の効果により当社の与信を回復し、仕入資金の不足によるＦＣ加盟店に対

しての不安定かつ不十分な商品供給の状況を改善し、売上高及び収益の確保を図ってまいります。 

②資本政策 

債務超過を解消するべく、エクイティファイナンスによる資金調達を実施してまいります。なお、平

成21年８月27日にＩＴイノベーションより新株予約権の払込を受け、さらに、当第３四半期会計期間に

おいての新株予約権の個別行使請求により新株式発行を行い、合計３億60百万円の自己資本を調達いた

しました。今後も引き続き新株予約権の個別行使請求による新株式発行により自己資本を調達していく

予定であります。 

金融機関からの借入につきましても、返済条件の見直しを行うとともに新たな借入を行うべく関係を

構築してまいります。 

これらの施策の実行により、収益基盤が回復すると共に、与信回復や資金の安定を図ることが可能と

なり、結果として財務指標や株価の回復も想定できると考えております。 

しかし、これらの改善策は、今後、十分な自己資本を確保できるだけの新株予約権の行使が必要とな

りますが、ＩＴイノベーションの経営状況の悪化やＩＴイノベーションの資金調達が何らかの要因で予

定通り行われなかった場合や、株価が当初行使価額及び行使価額の修正が行われた後の行使価額を下回

って推移している場合は、新株予約権の行使が行われない可能性があるため、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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等
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１【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 17,664 67,617

受取手形及び売掛金 146,708 132,197

商品 86,844 329,284

前渡金 106,435 159,442

立替金 220,276 101,585

その他 117,655 195,380

貸倒引当金 △307,676 △185,603

流動資産合計 387,909 799,905

固定資産   

有形固定資産   

土地 85,127 85,127

その他（純額） 62,877 77,057

有形固定資産合計 148,004 162,185

無形固定資産 78,533 119,757

投資その他の資産   

破産更生債権等 197,434 443,718

差入保証金 205,957 405,224

その他 30,356 111,075

貸倒引当金 △200,773 △498,861

投資その他の資産合計 232,975 461,157

固定資産合計 459,513 743,100

資産合計 847,423 1,543,005

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 193,668 196,808

短期借入金 1,028,592 1,205,000

未払金 225,654 279,324

未払法人税等 18,966 18,114

リース資産減損勘定 23,252 －

その他 118,713 163,741

流動負債合計 1,608,848 1,862,989

固定負債   

長期預り保証金 195,297 267,150

長期リース資産減損勘定 15,194 103,011

固定負債合計 210,491 370,161

負債合計 1,819,340 2,233,151
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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 2,014,753 1,783,024

資本剰余金 1,253,876 1,022,147

利益剰余金 △4,271,885 △3,481,106

自己株式 △4,488 △4,471

株主資本合計 △1,007,743 △680,406

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,863 △9,739

評価・換算差額等合計 △5,863 △9,739

新株予約権 41,690 －

純資産合計 △971,916 △690,145

負債純資産合計 847,423 1,543,005
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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 2,185,918

売上原価 1,984,920

売上総利益 200,997

販売費及び一般管理費 798,776

営業損失（△） △597,778

営業外収益  

受取利息 1,157

受取配当金 368

受取地代家賃 4,650

その他 12,984

営業外収益合計 19,160

営業外費用  

支払利息 35,453

支払手数料 44,852

その他 13,543

営業外費用合計 93,849

経常損失（△） △672,466

特別利益  

固定資産売却益 21,376

投資有価証券売却益 1,464

貸倒引当金戻入額 26,863

店舗閉鎖損失引当金戻入額 2,933

特別利益合計 52,637

特別損失  

店舗閉鎖損失 25,807

投資有価証券売却損 1,983

貸倒引当金繰入額 137,263

その他 3,766

特別損失合計 168,820

税引前四半期純損失（△） △788,649

法人税、住民税及び事業税 2,129

法人税等合計 2,129

四半期純損失（△） △790,779
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 625,126

売上原価 533,104

売上総利益 92,021

販売費及び一般管理費 211,000

営業損失（△） △118,979

営業外収益  

受取利息 223

受取地代家賃 1,300

その他 8,732

営業外収益合計 10,256

営業外費用  

支払利息 8,020

支払手数料 3,413

その他 10,841

営業外費用合計 22,275

経常損失（△） △130,998

特別利益  

固定資産売却益 21,265

貸倒引当金戻入額 1,000

特別利益合計 22,265

特別損失  

店舗閉鎖損失 3,835

貸倒引当金繰入額 83,240

特別損失合計 87,076

税引前四半期純損失（△） △195,809

法人税、住民税及び事業税 551

法人税等合計 551

四半期純損失（△） △196,360
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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（△） △788,649

減価償却費 53,330

長期前払費用償却額 1,602

貸倒引当金の増減額（△は減少） 70,484

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △16,320

受取利息及び受取配当金 △1,526

支払利息 35,453

支払手数料 44,852

投資有価証券売却損益（△は益） 518

受取賃貸料 △4,650

固定資産売却損益（△は益） △21,376

売上債権の増減額（△は増加） △14,510

たな卸資産の増減額（△は増加） 242,439

仕入債務の増減額（△は減少） 49,866

差入保証金の増減額（△は増加） 2,338

預り保証金の増減額（△は減少） △71,852

その他 △93,215

小計 △511,214

利息及び配当金の受取額 1,450

利息の支払額 △36,955

法人税等の支払額 △5,379

営業活動によるキャッシュ・フロー △552,098

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 △5,593

有形固定資産の売却による収入 28,511

定期預金の払戻による収入 50,000

貸付金の回収による収入 37,204

有価証券の売却による収入 15,318

差入保証金の差入による支出 △2,615

差入保証金の回収による収入 180,199

投資不動産の賃貸による収入 4,650

その他 △2,710

投資活動によるキャッシュ・フロー 304,963
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(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) 

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 455,221

短期借入金の返済による支出 △638,428

長期借入金の返済による支出 △30,000

新株予約権の発行による収入 45,148

新株予約権の行使による株式の発行による収入 460,000

新株発行等に伴う手数料等の支出 △44,742

その他 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 247,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46

現金及び現金同等物の期首残高 12,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,164
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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。 

  

当第３四半期会計期間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日) 

当社は、前事業年度に引き続き第１四半期会計期間において231,272千円の営業損失及び258,116千円

の四半期純損失を計上、また、第２四半期会計期間において247,526千円の営業損失及び336,301千円の

四半期純損失を計上し、さらに当第３四半期会計期間において118,979千円の営業損失及び196,360千円

の四半期純損失を計上しており、その結果971,916千円の債務超過になっております。また金融機関か

らの借入につき返済条項の不履行があり、新規借入が困難な状況にあります。 

これにより、当社には継続企業の前提に関する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、以下の施策を行う所存であります。 

①収益力の改善及びコスト削減 

当事業年度第１四半期会計期間において、すべての直営店舗と委託型店舗を閉鎖いたしました。今後

も人件費を中心とする固定コストの一層の削減を推し進めるとともに、資産効率の改善に努めてまいり

ます。 

また、下記「②資本政策」の効果により当社の与信を回復し、仕入資金の不足によるＦＣ加盟店に対

しての不安定かつ不十分な商品供給の状況を改善し、売上高及び収益の確保を図ってまいります。 

②資本政策 

債務超過を解消するべく、エクイティファイナンスによる資金調達を実施してまいります。なお、平

成21年８月27日にＩＴイノベーションより新株予約権の払込を受け、さらに、当第３四半期会計期間に

おいての新株予約権の個別行使請求により新株式発行を行い、合計360,000千円の自己資本を調達いた

しました。今後も引き続き新株予約権の個別行使請求による新株式発行により自己資本を調達していく

予定であります。 

金融機関からの借入につきましても、返済条件の見直しを行うとともに新たな借入を行うべく関係を

構築してまいります。 

これらの施策の実行により、収益基盤が回復すると共に、与信回復や資金の安定を図ることが可能と

なり、結果として財務指標や株価の回復も想定できると考えております。 

しかし、これらの改善策は、今後、十分な自己資本を確保できるだけの新株予約権の行使が必要とな

りますが、ＩＴイノベーションの経営状況の悪化やＩＴイノベーションの資金調達が何らかの要因で予

定通り行われなかった場合や、株価が当初行使価額及び行使価額の修正が行われた後の行使価額を下回

って推移している場合は、新株予約権の行使が行われない可能性があるため、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は反映しておりません。 

  

当社は、平成21年９月１日付、平成21年10月13日付、平成21年10月14日付、平成21年10月15日付、

平成21年10月30日付及び平成21年11月18日付で、ＩＴイノベーション戦略投資事業組合からそれぞれ

第三者割当増資による新株予約権の行使による払込を受けております。この結果、当第３四半期会計

期間において資本金が181,729千円、資本準備金が181,729千円増加し、当第３四半期会計期間末にお

いて資本金が2,014,753千円、資本剰余金が1,253,876千円となっております。 

(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

㈱NESTAGE（7633） 平成22年2月期 第3四半期決算短信（非連結）

－13－



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 

前年第３四半期累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

 
  

「参考」

科目

前第３四半期会計期間

（自 平成20年３月１日
  至 平成20年11月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 14,821,986

Ⅱ 売上原価 13,301,673

売上総利益 1,520,312

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,700,266

営業損失 179,954

Ⅳ 営業外収益 23,997

Ⅴ 営業外費用 79,293

経常損失 235,250

Ⅵ 特別利益 1,941

Ⅶ 特別損失 694,023

税引前中間純損失 927,332

法人税、住民税及び事業税 14,315 14,315

四半期純損失 941,648
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