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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,693 △76.1 △2,178 ― △2,104 ― △2,536 ―

21年3月期 40,648 △31.1 △6,612 ― △6,385 ― △12,558 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △14.45 ― △63.0 △21.0 △22.5

21年3月期 △208.27 ― △115.8 △30.5 △16.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 7,555 3,504 46.4 11.11
21年3月期 12,461 4,541 36.4 42.29

（参考） 自己資本   22年3月期  3,504百万円 21年3月期  4,541百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △3,467 1,184 1,901 276
21年3月期 △2,527 2,543 △2,470 659

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

6,500 118.5 40 ― 50 ― 50 ― 0.21

通期 16,000 165.1 200 ― 210 ― 210 ― 0.87
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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  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、24ページ「会計処理の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 245,142,288株 21年3月期 68,642,288株

② 期末自己株式数 22年3月期  4,064,680株 21年3月期  8,560,904株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,519 △75.1 △2,173 ― △2,097 ― △2,422 ―

21年3月期 38,264 △31.8 △5,389 ― △5,197 ― △11,852 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △13.80 ―

21年3月期 △196.57 ―

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 7,084 3,153 44.5 9.65
21年3月期 11,807 4,075 34.5 34.55

（参考） 自己資本 22年3月期  3,153百万円 21年3月期  4,075百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであります。 

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

6,400 125.2 30 ― 40 ― 40 ― 0.17

通期 15,800 166.0 190 ― 200 ― 200 ― 0.83
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、リーマンショックに端を発する世界経済不況の影響が依

然として残る一年でございましたが、他方では中国を初めとするアジア新興諸国の経済成長、アメ

リカ経済の回復などによる輸出の拡大や、企業の在庫調整の進行、エコポイントに代表される経済

政策等のプラス要因によって、2010年に入りましてからは、かなり明るい兆しが見えてまいりまし

た。しかしながら、消費者マインドの十分な回復は未だ見られず、小売業界を取り巻く環境は依然

として厳しいものがございます。 

このような状況の中、当社グループでは赤字体質からの脱却を図るために抜本的な構造改革を行

いました。具体的には郊外型家電事業から撤退し、店舗を秋葉原の５店舗に集中する一方で、中国

の蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税（株）との間で資本業務提携を締結し、国内だけでなく

海外の購買力も視野に置いた経営へと戦略を変更いたしました。その上で、11月に公表した「中期

経営計画」に則り「国内店舗事業」「中国出店事業」「貿易仲介事業」を主要３事業に据えた事業

運営に着手いたしました。また本店ならびにデューティーフリーアキハバラのリニューアルオープ

ンを実施し、免税品販売の強化を行いました。 

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高96億93百万円、営業損失21億78百万円、経常損

失21億４百万円、当期純損失25億36百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(イ) 物品販売事業 

当事業部門におきましては、赤字体質からの脱却を図るため、利益を確保できる閉店セー

ルを実施しながら、不採算な郊外型店舗24店を閉鎖いたしました。秋葉原地区においても、

効率の向上を図るため、各店舗の品揃えの見直しを行い、店舗を７店舗から５店舗に集中い

たしました。また、赤字であった連結子会社青葉ライフファミリー（株）の営業を停止いた

しました。 

営業力強化の施策としましては、10月末に行なった本店の全面的リニューアルに代表され

るように、国内だけでなく、増加しつつある海外からの購買力も視野において免税品販売を

強化いたしました。さらに12月には、蘇寧電器股份有限公司との間での貿易仲介事業に着手

いたしました。 

これらの施策の結果、特に2010年に入ってから免税品を中心とした商品販売が向上してま

いりましたが、事業年度前半における世界同時不況、新型インフルエンザ、円高の影響もあ

り、当連結会計年度の売上高は89億48百万円、営業損失は、13億33百万円となりました。 

(ロ) 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を売却したことが主な要因となり、

売上高は６億46百万円、営業損失は26百万円となりました。 

(ハ) その他の事業 

当事業部門におきましては、通信事業代理業、保険代理業の中止などにより、売上高は１

億７百万円、営業損失は、50百万円となりました。 

②次期の見通し 

2010年に入り世界経済は大不況の影響から脱しつつあります。また中国をはじめとしたアジア新

興国の経済高度成長は次年度も継続し、その消費購買力も拡大を続けるものと思われます。他方、

国内小売業に関しましては、垣根を越えた業種間、企業間競争は今後とも激化していく可能性がご

ざいます。 

こうした中、当社におきましては、昨年11月に公表した「中期経営計画」が本格的に始動いたし

ます。すなわち「国内店舗事業」におきましては既存店の強化と新規出店を行い、家電量販という

ベースの上に、専門性とグローバル性を加えることで、競争の激しい小売業界における当社の独自

性を発揮して参ります。「中国出店事業」におきましては中国全土において110店舗を展開、「貿

易仲介事業」におきましてはメイド・イン・ジャパン商品の輸出・輸出仲介ならびにPB商品の輸入

を実施し、さらに全面刷新したインターネット通販事業にも注力し、安定した売上と利益を目指し

て参ります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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これらの施策により、次期は黒字化する見込みであります。第35期（平成23年３月期）は、連結

売上高160億円、連結営業利益２億円、連結経常利益２億10百万円、当期純利益２億10百万円を見

込んでおります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ） 資産 

資産合計は、75億55百万円（前年同期124億61百万円）となりました。 

流動資産の減少は、当社が飛躍的に躍進、黒字化を目指すためには過去の遺産を整理する

必要があり、そのため現金及び預金が減少したことに加え、在庫の圧縮、郊外店舗の撤退に

よる売上の減少等による、商品及び製品、売掛金の減少等によるものであります。 

 固定資産の減少は、有形固定資産の減損及び売却を行ったことと、店舗閉鎖に伴い敷金及

び保証金が返還されたことにより減少したことによるものであります。 

（ロ） 負債 

負債合計は、40億50百万円（前年同期79億19百万円）となりました。 

流動負債の減少は、前期に計上した退店損失引当金が減少したことと、店舗閉鎖及び経費

圧縮により短期支払債務が減少したものであります。 

 固定負債の減少は、事業の見直しによる賃貸不動産の減少により預り保証金が減少したこ

とに加え、人員整理により社員数が減少し、退職給付引当金が減少したことによるものであ

ります。 

（ハ） 純資産 

純資産合計は、35億4百万円（前年同期45億41百万円）となりました。 

当期において15億円の増資を行いましたが、更なる事業再編による店舗縮小等による特別

損失の発生等により、純資産合計は前年に比べマイナスとなりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、２億76百万円と前期に比べ３億82百万円の減少

となりました。 

当連結会計年度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。

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、34億67百万円の現金及び現金同等物の減少（前年

同期は25億27百万円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が25億75

百万円であったことに加え、売上債権及び差入保証金の回収、たな卸し資産の減少により14

億37百万円の増加があったものの、店舗運営コスト及び管理コストの削減のため、不採算の

郊外型家電販売事業の整理及び人件費の大幅な抑制を推進した結果、退店損失引当金が17億

16百万円、退職給付引当金が９億87百万円減少したためであります。なお、税金等調整前当

期純損失の一部は、店舗整理損により減殺されております。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、11億84百万円の現金及び現金同等物の増加（前年

同期は25億43百万円の増加）となりました。これは主に、固定資産の売却により５億43百万

円、敷金及び保証金の回収により９億67百万円の増加があったためであります。なお、固定

資産を取得したことにより２億23百万円、敷金及び保証金の差入により１億16百万円を支出

しております。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、19億1百万円の現金及び現金同等物の増加（前年

同期は24億70百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入れにより９億29百万円、

第三者割当増資により15億円の増加があったためであります。なお、短期借入金の返済によ

り５億28百万円を支出しております。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 

  

当社は株主の皆様に対する適切な利益配分が重要な経営課題の一つであると強く認識しております。

激変する流通経済下においても、常に体質強化・内部充実を目指すとともに、収益に応じた配当を行う

ことを基本方針としております。 

 当社の剰余金配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。なお、当社は、会社法第

459条第１項各号の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会決議により基準日を定めず配当す

ることができる旨を定款に定めております。 

 しかしながら、当社は、９期連続の営業損失を計上しており、当事業年度までに多額の累積損失が発

生しており、当面は、早期の累積損失の解消に努めるとともに、内部留保を充実させることによって、

企業体質の強化を進めるとともに、将来における株主様への安定的な利益還元を目指してまいります。

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 46.4 54.5 59.9 36.4 46.4

時価ベースの自己資本比率 59.0 37.7 14.1 9.1 315.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ ─ ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ ─ ─ ─ ─

(注)自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

＊いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

＊株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

＊キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

＊有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループにおいて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなも

のがございます。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社が判断したもので

あります。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び対応に努める

所存であります。 

 ①カントリーリスクについて 

 当社グループが行なっている免税品販売事業や、今後本格展開を予定している「海外出店事業」「貿

易仲介事業」は、海外諸国とりわけ中国の政治・経済情勢、外国為替相場等の変動に大きな影響を受け

ます。何らかの事由により、中国や海外諸国において政治・社会不安、経済情勢の悪化、法令・政策の

変更などが起こり、当社グループが提供する商品に対する需要減退等が生じた場合、当社グループの業

績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 ②他の家電量販店との競合について 

 当社グループは国内において家電量販業を基本とした事業を行なっておりますが、同業界における競

争は激烈であるため、当社グループの既存店ならびに新規出店地域における他社の店舗戦略や競争状況

によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③特定経営者への依存及び人材確保について 

 当社グループは代表取締役を含む役員・幹部社員等の知識・経験などがグループの経営、業務執行に

おいて重要な役割を果たしており、これらは当社グループにおける重要な経営資源と考えられます。し

かし、これらの役職員が何らかの理由によって退任、退職し、後任者の採用が困難になった場合、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また当社グループは、「中期経営計画」にございますように、今後、新たな事業を開始いたします

が、それに伴い、人材採用及び人材育成を重要な経営課題と位置づけて、人材採用と人材育成に関する

各種施策を講じております。しかし、十分な人材確保が困難になった場合や、急激な人材採用によりグ

ループの協業、連携体制の維持が困難になった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 ④個人情報保護について 

 当社グループでは、メンバーズカード会員をはじめ店舗及びインターネット通販顧客などに関する多

くの個人情報を保有しており、社内に「企業倫理委員会」及び「法務内部監査室」を設置し、当社グル

ープの業務が法令順守の方針に沿って運営されているかを監査しております。しかしながら、コンピュ

ータシステムのトラブル等による予期せぬ情報漏洩が発生する可能性は残っており、その場合、当社は

社会的信用を失うとともに、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤商品の安全性について 

 お客様からの安全性に対する要求は、一段と高まっております。お客様からの信頼を高めるため品質

管理・商品管理体制を強化してまいる所存ですが、過去にお買い上げいただきました商品を含めて品質

問題等によりメーカーからの商品の供給に支障が生じた場合や当社グループが販売する商品に問題が生

じ社会的信用を低下させた場合等には、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 ⑥自然災害・事故等について 

 当社グループにおいて、大地震や台風の自然災害、著しい天候不順、予期せぬ事故等が発生した場

合、客数低下による売上減少のみならず、店舗等に物理的な損害が生じ、当社グループの販売活動・流

通・仕入活動が妨げられる可能性があります。また、国内外を問わず、災害、事故、暴動、テロ活動、

また当社グループとの取引先や仕入・流通ネットワークに影響を及ぼす事象が発生した場合も同様に当

社グループの事業に支障をきたす可能性があります。 

 ⑦継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、家電量販店業界の競争激化による郊外型家電事業の不振などにより、前連結会計年

度までに平成14年３月期から８期にわたる営業損失と純損失を計上し、平成19年３月期より「継続企業

の前提に関する注記」を記載しておりました。 

 当社グループはこのような状況を解消すべく、平成21年６月25日に蘇寧電器股份有限公司・日本観光

(4) 事業等のリスク
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免税株式会社との間で業務資本提携を行ない、両社との緊密な連携の下、販売面においては将来の大

きな需要が見込まれる店舗販売事業を大幅に強化する一方で、コスト面においては赤字の 郊外店舗、

子会社の整理・各種費用の全面見直しを行うなどの施策を実施し、企業業績の回復に努めてまいりまし

た。 

 これらの施策により収益構造改善の結果、未だ充分な余裕がある状態には至っていないものの、引き

続き店舗販売事業の好調が見込まれ、平成23年３月期連結会計年度は当期純利益の計上を見込んでいる

ことや、主要取引金融機関などからも継続支援をいただく予定であることから、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性は認められないと判断し、当該注記の記載を解消いたしました。 
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当社の企業グループは、子会社５社とその他の関係会社２社で構成され、家庭用電気製品、情報機

器、楽器、ホビー関連商品、各種ソフト等の国内外メーカー品を扱う国内向け物品販売事業と、主とし

て海外からの旅行客に向けて各種電気製品、デジタルカメラ、時計、化粧品等を販売する免税品販売事

業を主要な二本の柱とし、他に不動産賃貸業及びその他の事業としてリサイクル商品販売業を展開して

おります。 

当社企業グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメント等との関連は、次の通りであ

ります。 

①物品販売事業 

当社のほか、当社のその他の関係会社である日本観光免税（株）の店舗が、当社からの仕入によ

り物品販売をしております。また、中国における当社のその他の関係会社である蘇寧電器股份有限

公司（中国南京市）に向けた商品の輸出を行っております。 

②不動産賃貸事業 

当社及び（株）庄子デンキ並びに神田無線電機（株）において不動産賃貸事業を営んでおりま

す。 

③その他の事業 

神田無線電機（株）は、中古ゴルフ用品と中古書籍を販売するリサイクル業を営んでおります。 
  

＜事業の系統図＞ 

  

  

2. 企業集団の状況

(1) 企業集団の状況
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世界経済は大不況の影響から脱しつつあり、また中国をはじめとするアジア新興諸国の高度経済成長

が続いていることなどから、免税品事業に強みがあり、また中国関連の新事業を控えている当社グルー

プにとって有利な環境が整いつつあります。しかしながら、他方では国内における消費者マインドの低

迷、家電量販業界における激烈な競争など、当社グループを取り巻く経営環境は決して楽観できるもの

ではありません。 

このような環境の中、当社グループは「中期経営計画」に定めた主要３事業を推進するとともに、引き

続いてのコスト見直し、人材の強化等により経営基盤を強化して、本年度内の黒字転換を実現すべく経

営を推進してまいります。 

中期経営計画遂行の指標として売上高及び営業利益率を、また安定した事業運営の指標として、売上

高総利益率、売上高経費率、キャッシュ・フローを、さらに人事制度改革・顧客サービス向上の指標と

して労働生産性を重要な経営指標と考えております。 

国内に関しましては「日本人・外国人の区別なくショッピングを楽しんでいただける店」を目指し

て、既存の家電量販等を基盤としつつ、当社グループの強みである免税品販売事業を引き続き強化して

まいります。また、競争の激しい家電量販業界における当社グループの独自性を確立するため、時計専

門店なども含めた新規出店を実施してまいります。 

海外に関しましては、３年以内に中国の主要都市に楽器専門店「MUSICVOX」を10店と、「Japanese 

Life Style」を提供する雑貨店100店の展開を予定しております。また貿易仲介事業として、蘇寧電器

股份有限公司と共同でPB商品の日本への輸入、優良な日本製品の中国への輸出や輸出仲介などを行なっ

てまいります。 

当社グループにおいては、次年度より「中期経営計画」に定めた主要３事業を本格的に実施して参り

ますが、当社グループにおける新たな取り組みである「海外出店事業」ならびに「貿易仲介事業」を軌

道に載せることが喫緊の課題であります。 

また、「日本人・外国人の区別なくショッピングを楽しんでいただける店」を基本コンセプトとする店

舗スタイルの確立のため、家電量販業を基盤としつつ、専門性やグローバル性を充実・強化していくこ

とも重要な課題となります。 

 以上の課題解決のための収益性の向上、新たな体制作り、人材の確保・育成、顧客サービスの向上等

の課題に対処してまいります。 

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※１ 659,106 ※１ 276,830

受取手形及び売掛金 594,524 341,972

商品及び製品 ※１ 1,475,571 ※１ 841,744

原材料及び貯蔵品 12,864 4,703

未収入金 287,732 274,153

1年内回収予定の差入保証金 － 441,499

繰延税金資産 － 52,541

その他 618,824 235,411

貸倒引当金 △43,543 △8,074

流動資産合計 3,605,080 2,460,782

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※１ 5,838,752 ※１ 7,953,736

減価償却累計額 △4,650,287 △7,078,735

建物及び構築物（純額） 1,188,464 875,001

車両運搬具 11,475 7,315

減価償却累計額 △10,278 △6,358

車両運搬具（純額） 1,197 957

工具、器具及び備品 2,295,399 3,000,401

減価償却累計額 △2,261,628 △2,922,194

工具、器具及び備品（純額） 33,771 78,206

土地 ※１ 178,887 ※１ 20,943

建設仮勘定 － 8,262

有形固定資産合計 1,402,320 983,370

無形固定資産

無形固定資産合計 91,991 45,442

投資その他の資産

投資有価証券 22,010 21,968

長期貸付金 142,531 134,488

敷金及び保証金 7,194,932 3,911,862

その他 520,178 499,811

貸倒引当金 △517,893 △502,510

投資その他の資産合計 7,361,759 4,065,620

固定資産合計 8,856,071 5,094,433

資産合計 12,461,151 7,555,216
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 608,117 330,992

短期借入金 ※１, ※２ 330,000 ※１, ※２ 738,080

未払金 － ※１ 685,607

未払費用 1,284,228 44,923

未払法人税等 31,757 25,327

繰延税金負債 278 －

ポイント引当金 303,947 141,577

退店損失引当金 1,728,036 12,000

その他 570,965 166,120

流動負債合計 4,857,330 2,144,629

固定負債

長期未払金 － ※１ 213,481

長期預り保証金 1,050,428 728,595

繰延税金負債 21 －

退職給付引当金 1,357,595 365,556

役員退職慰労引当金 559,594 559,594

その他 94,903 38,507

固定負債合計 3,062,543 1,905,735

負債合計 7,919,874 4,050,365

純資産の部

株主資本

資本金 6,000,000 2,000,000

資本剰余金 10,826,196 9,355,138

利益剰余金 △11,385,748 △7,422,011

自己株式 △897,559 △426,796

株主資本合計 4,542,888 3,506,329

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,611 △1,478

評価・換算差額等合計 △1,611 △1,478

少数株主持分 － －

純資産合計 4,541,276 3,504,851

負債純資産合計 12,461,151 7,555,216
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 40,648,787 9,693,999

売上原価 ※３ 33,953,233 ※３ 7,942,893

売上総利益 6,695,553 1,751,105

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 750,635 57,472

運搬費 1,216,295 274,040

減価償却費 223,621 49,301

貸倒引当金繰入額 41,634 58,043

給料及び手当 3,135,055 1,098,233

法定福利費 345,198 114,199

福利厚生費 2,355 －

退職給付費用 720,483 200,440

賃借料 3,146,069 678,424

その他 3,726,726 1,399,737

販売費及び一般管理費合計 13,308,076 3,929,893

営業損失（△） △6,612,522 △2,178,787

営業外収益

受取利息 35,107 12,852

受取配当金 314 245

仕入割引 218,817 31,238

負ののれん償却額 35,862 －

その他 126,686 82,459

営業外収益合計 416,789 126,795

営業外費用

支払利息 148,364 29,965

売上割引 11,858 9,662

為替差損 － 5,715

その他 29,382 7,502

営業外費用合計 189,605 52,846

経常損失（△） △6,385,338 △2,104,837

特別利益

固定資産売却益 ※１ 92,090 ※１ 81,339

投資有価証券売却益 16 －

貸倒引当金戻入額 20,966 53,373

退職給付引当金戻入額 － 136,130

ポイント引当金戻入額 － 75,344

契約精算益 － 94,066

その他 16,890 74,580

特別利益合計 129,963 514,836
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 ※１ 62,421 ※１ 10,177

固定資産売却損 ※１ 428,078 ※１ 146,707

投資有価証券売却損 1,441 －

減損損失 ※２ 2,409,139 ※２ 45,566

店舗整理損 792,620 559,562

退店損失引当金繰入額 1,728,036 12,000

退職特別加算金 79,369 －

退職給付費用 － 108,434

その他 1,142,606 102,935

特別損失合計 6,643,714 985,385

税金等調整前当期純損失（△） △12,899,090 △2,575,386

法人税、住民税及び事業税 28,762 13,718

法人税等調整額 △5,200 △52,841

法人税等合計 23,562 △39,122

少数株主損失（△） △363,888 －

当期純損失（△） △12,558,764 △2,536,263
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 6,000,000 6,000,000

当期変動額

新株の発行 － 750,000

減資 － △4,750,000

当期変動額合計 － △4,000,000

当期末残高 6,000,000 2,000,000

資本剰余金

前期末残高 22,347,874 10,826,196

当期変動額

新株の発行 － 750,000

減資 － 4,750,000

欠損填補 △11,521,678 △6,500,000

自己株式の消却 － △471,057

当期変動額合計 △11,521,678 △1,471,057

当期末残高 10,826,196 9,355,138

利益剰余金

前期末残高 △10,348,663 △11,385,748

当期変動額

欠損填補 11,521,678 6,500,000

当期純損失（△） △12,558,764 △2,536,263

当期変動額合計 △1,037,085 3,963,736

当期末残高 △11,385,748 △7,422,011

自己株式

前期末残高 △397,330 △897,559

当期変動額

自己株式の取得 △500,229 △295

自己株式の消却 － 471,057

当期変動額合計 △500,229 470,762

当期末残高 △897,559 △426,796

株主資本合計

前期末残高 17,601,881 4,542,888

当期変動額

新株の発行 － 1,500,000

当期純損失（△） △12,558,764 △2,536,263

自己株式の取得 △500,229 △295

当期変動額合計 △13,058,993 △1,036,558

当期末残高 4,542,888 3,506,329
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 5,598 △1,611

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7,210 133

当期変動額合計 △7,210 133

当期末残高 △1,611 △1,478

評価・換算差額等合計

前期末残高 5,598 △1,611

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7,210 133

当期変動額合計 △7,210 133

当期末残高 △1,611 △1,478

少数株主持分

前期末残高 407,439 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △407,439 －

当期変動額合計 △407,439 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 18,014,919 4,541,276

当期変動額

新株の発行 － 1,500,000

当期純損失（△） △12,558,764 △2,536,263

自己株式の取得 △500,229 △295

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △414,649 133

当期変動額合計 △13,473,642 △1,036,425

当期末残高 4,541,276 3,504,851
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △12,899,090 △2,575,386

減価償却費 261,907 62,191

減損損失 2,409,139 45,566

負ののれん償却額 △35,862 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,712 △50,851

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） 113,363 △987,669

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 △35,422 △13,097

支払利息 148,364 29,965

投資有価証券売却損益（△は益） 1,425 －

固定資産除却損 62,421 10,177

固定資産売却損益（△は益） 335,987 65,367

店舗整理損 792,620 559,562

退店損失引当金の増減額(△は減少） 1,497,016 △1,716,036

会員権売却損益（△は益） △140 2,994

システム契約解約損 263,420 －

雑収入 △1,042 △81,458

雑損失 8,292 11,565

売上債権の増減額（△は増加） 737,923 252,551

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,184,831 641,988

仕入債務の増減額（△は減少） △2,254,527 △276,991

差入保証金の増減額（△は増加） 1,683,245 542,556

未収入金の増減額（△は増加） 256,046 △54,841

長期未払金の増減額（△は減少） △216,471 △40,405

預り保証金の増減額（△は減少） △79,715 △132,392

その他の資産の増減額（△は増加） 78,415 505,217

その他の負債の増減額（△は減少） △581,928 △233,435

小計 △2,330,155 △3,432,862

利息及び配当金の受取額 36,652 17,032

利息の支払額 △143,130 △24,134

法人税等の支払額 △90,699 △27,865

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,527,332 △3,467,830
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31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 △212,331 △178,726

有形固定資産の売却による収入 1,594,393 485,426

無形固定資産の取得による支出 △1,896 △44,633

無形固定資産の売却による収入 9,470 58,500

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 2,318 210

関係会社株式の取得による支出 △41,000 －

長期貸付金の回収による収入 9,436 3,974

敷金及び保証金の差入による支出 △33,799 △116,203

敷金及び保証金の回収による収入 1,206,209 967,483

会員権の売却による収入 200 8,223

その他 10,814 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,543,813 1,184,251

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 330,000 929,795

短期借入金の返済による支出 △2,300,000 △528,185

自己株式の取得による支出 △500,229 △307

配当金の支払額 △22 －

株式の発行による収入 － 1,500,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,470,251 1,901,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,453,771 △382,276

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期末残高 ※１ 659,106 ※１ 276,830
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

当社グループは当連結会計年度において連結営業損失が
6,612,522千円となったことから、平成14年３月期から８
期連続で営業損失を計上しており、また、連結営業キャ
ッシュフローもマイナス2,527,332千円と４期連続マイナ
スの状況にあり、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を行う中で郊外型家電販売事業
からの撤退を決意し、平成21年４月から６月にかけて
店舗閉鎖を進めております。不採算の郊外型家電販売
事業の整理を行う中で、営業経費の削減と効率的な人
員の再配置を行い、人件費の大幅な抑制を推進する事
により収益店舗の更なる構造改革を進めてまいりま
す。

② 経営資源の確保
経営資源の確保を図る為、すでに営業を停止してい

る株式会社庄子デンキの資産の換価を進めてまいりま
す。また、郊外型家電販売事業からの撤退に伴い、保
有不動産等の資産の換価を進めるとともに、商品及び
サービスの安定かつ潤沢な供給を継続する為に、積極
的な資金調達活動を行うと共に財務基盤の強化を図り
ます。

③ 戦略（経営資源の集中化）
免税品販売事業を中心とした秋葉原事業に特化し

て、事業の再構築を進めてまいります。マーケットの
拡大が予想される免税品販売事業の強化は、事業の黒
字化体質を構築する為の大きなステップであると認識
しております。 
当社は、中国を初めとして、アジア地域を中心に認知
度も高く海外旅行会社や物販事業を営む企業とのコラ
ボレーションによる新たなマーケット開拓も目指して
まいります。 
 

当連結会計年度におきましても、不採算店舗の撤退、
人件費等の経費削減を進めてまいりましたが、金融危機
の深刻化による個人消費の低迷、その影響による売上高
の減少に加え、仕入れ資金の欠乏の為の品揃えの悪化に
より、売上総利益が減少し、大幅な計画未達となりまし
た。

当社グループは、秋葉原地区で展開している免税品販
売事業・楽器販売事業・エンターテイメント商品販売事
業のほか、法人営業事業・ＦＣ事業及び郊外型家電販売
事業などを営んでおりますが、抜本的な事業の黒字化を
目指すため郊外型家電事業から撤退し、事業規模を縮小
の上、今後の発展の余地があり、当社グループの事業の
発祥地でもある秋葉原地区での物販事業に専念していく
ことを戦略方針とし、この状況に対応すべく鋭意取り組
み中であります。

また、厳しい市場環境を乗り越え、今後の事業継続維
持のみならず中国・東南アジア地域にまたがる新たなビ
ジネスを展開し発展していくためには、資本の増強によ
る財務基盤の強化、経営の刷新、信用力の補完も喫緊の
課題であることから、平成21年６月25日開催の当社取締
役会において、蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税
株式会社との業務委託契約を締結するとともに、平成21
年７月24日開催予定の臨時株主総会において株主の皆様
の承認決議を受けることを前提に、蘇寧電器股份有限公
司の子会社のGRANDA MAGIC LIMITEDと日本観光免税株式
会社を割当先とした第三者割当による普通株式の発行及
び新株予約権の発行を計画しております。

しかし、これらの施策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。

───────────
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事

項

連結子会社の数 ６社 

連結子会社は次のとおりであります。 

㈱庄子デンキ 

ラオックスヒナタ㈱ 

㈱ダイオーショッピングプラザ 

神田無線電機㈱ 

青葉ライフファミリー㈱ 

ラオックス・ビービー㈱

連結子会社の数 ５社 

連結子会社は次のとおりであります。 

㈱庄子デンキ 

ラオックスヒナタ㈱ 

㈱ダイオーショッピングプラザ 

神田無線電機㈱ 

青葉ライフファミリー㈱ 

 前連結会計年度の平成21年３月27日開

催の取締役会において解散及び清算の決

議をいたしました連結子会社であるラオ

ックス・ビービー㈱は、平成21年７月24

日に清算結了いたしました。

２ 連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結子会社のうち、㈱ダイオーショッ

ピングプラザの決算日は１月31日であ

ります。連結財務諸表の作成に当たっ

ては、連結決算日で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。  

同 左

３ 会計処理基準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価

方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…連結決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

(1) 重要な資産の評価基準および評価方

法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの
同 左 

 

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの
同 左

(ロ)たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸

資産の評価基準は、原価法（貸借

対照表価額については収益性の低

下による簿価切り下げの方法）に

よっております。

(ロ)たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資

産の評価基準は、原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下によ

る簿価切り下げの方法）によってお

ります。

商 品……先入先出法

書籍及びAVソフト等

の一部については売

価還元法に基づく原

価法（貸借対照表価

額については収益性

の低下による簿価切

り下げの方法）によ

っております。

同 左

貯蔵品…… 終仕入原価法に基

づく原価法

同 左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

３ 会計処理基準に関する

事項

 （会計方針の変更）

当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 企業会計基準第９号

平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。これにより、営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失、当期純損失は、それぞれ、

95百万円増加しております。なお、

セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

      ───────

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

(イ)有形固定資産(リース資産を除

く)

定額法によっております。 

なお、主要な耐用年数は以下の

通りであります。 

建物   ２～39年 

その他  ２～17年    

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

       同 左

(ロ)無形固定資産(リース資産を除

く)

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法

人税法に規程する方法と同一の

基準によっております。 

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

       同 左

(ハ)長期前払費用(投資その他の資

産「その他」に含む。)

(ハ)長期前払費用(投資その他の資産

「その他」に含む。)

   店舗を賃借するために支出する

権利金等は当該賃貸借期間によ

り期限内均等償却の方法によっ

ており、その他は法人税法に規

程する方法と同一の基準によっ

ております。

       同 左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

３ 会計処理基準に関する
事項

 (ニ)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

当社及び連結子会社は、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、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引開始日が、平成

20年３月31日以前のリース取引

については、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。 

この変更による営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損

失、当期純損失に与える影響は

ありません。

 (ニ)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

    同 左

(3) 繰延資産の処理方法

① 株式交付費
───────

      ───────

        
(4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金
同 左

(ロ)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当

連結会計年度の負担額を計上し

ております。ただし、当連結会

計年度は、業績を勘案し、引当

金を計上しておりません。

 (ロ)賞与引当金
     同 左

(ハ)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(４年)による定額法によ

りそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。 

過去勤務債務については、その

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(４

年)による定額法により費用処理

しております。

 (ハ)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務から適格退職年金資産評価

額を控除して算出して、簡便法に

より計上しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

３ 会計処理基準に関する
事項

(ニ)役員退職慰労引当金
連結財務諸表提出会社及び連結

子会社の一部では、役員の退職

慰労金の支払に備えるため、役

員の退職慰労金に関する内規に

基づく期末要支払額を計上して

おります。 

ただし、連結財務諸表提出会社

では業績の状況を勘案し、連結

会計年度中の在任期間に対する

退職慰労金については支給しな

いことを取締役会で決議してお

り、引当金の繰入は行っており

ません。  

(ニ)役員退職慰労引当金
同 左

(ホ)ポイント引当金
当社及び当社と同様の事業を営

む連結子会社は、将来の「ラオ

ックスポイントカード」の使用

による費用発生に備えるため、

使用実績率に基づき翌連結会計

年度以降に利用されると見込ま

れるポイントに対し見積額を計

上しております。

(ホ)ポイント引当金
同 左

(ヘ)退店損失引当金 
店舗の退店に伴い発生する損失

に備えるため、原状回復費用等

の退店関連損失見込額を計上し

ております。

(ヘ)退店損失引当金 
同 左

(5) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(4) その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。

同 左

４ 連結子会社の資産及び
負債の評価に関する事
項

連結子会社の資産及び負債の評価方
法は、全面時価評価法によっており
ます。

同 左

５ のれん及び負ののれん
の償却に関する事項

負ののれんの償却については、４年
間の均等償却を行っております。

同 左

６ 連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金
の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金
及び容易に換金可能であり、かつ、
価値の変動について僅少なリスクし
か負わない取得日から３ヶ月以内に
償還期限の到来する短期投資からな
っております。

同 左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

(リース取引に関する会計基準)
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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。
 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー
ス取引については、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。
 この変更による営業損失、経常損失及び税引前当期純
損失、当期純損失に与える影響はありません。

       ――――――――――
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【会計処理の変更】

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日   
至 平成22年３月31日)

─────────── （差入保証金）
従来、物品販売事業及び不動産販売事業において店舗

及び事務所の賃借に伴い支払った入居保証金は全て投資
その他の資産に計上しておりましたが、当連結会計年度
より、より適正な財政状態を開示するため、貸借対照表
日の翌日より起算して１年内に回収することが見込まれ
る部分については、流動資産に計上する方法に変更いた
しました。この変更により、従来と同様の方法によった
場合に比べ、流動資産が441,499千円増加し、固定資産
が441,499千円減少しております。 
 なお、この変更により損益に与える影響はありませ
ん。
（預り保証金）
従来、不動産賃貸事業において受領した入居保証金は

全て固定負債に計上しておりましたが、当連結会計年度
より、より適正な財政状態を開示するため、貸借対照表
日の翌日より起算して１年内に返還することが 
見込まれる部分については、流動負債に計上する方法に
変更いたしました。この変更により、従来と同様の方法
によった場合に比べ、流動負債が35,674千円増加し、固
定負債が35,674千円減少しております。 
 なお、この変更により損益に与える影響はありませ
ん。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表関係)
「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）が適用となることに伴い、前連結会
計年度において「たな卸資産」と掲記されていたもの
を当連結会計年度から「商品及び製品」、「貯蔵品」
を「原材料及び貯蔵品」と掲記を変更しております。

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて
表示しておりました「未払費用」は、当連結会計年度
において負債及び純資産の合計額の100分の5を超えた
ため区分掲記しました。なお、前連結会計年度の「未
払費用」は1,470,932千円であります。

前連結会計年度まで固定負債の「その他」に含めて
表示しておりました「長期預り保証金」は、当連結会
計年度において負債及び純資産の合計額の100分の５を
超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計年度
の「長期預り保証金」は1,125,718千円であります。

(連結貸借対照表関係)
 前連結会計年度まで、「未払費用」として表示してお
りました費用の未払額の一部を、より合理的な表示を目
的とし、経過勘定の定義を見直したことにより、当連結
会計年度より「未払金」に含めて表示しております。 
 なお、前連結会計年度の費用の未払額を当連結会計年
度と同一の基準で計上した場合、未払費用98,548千円、
未払金1,185,679千円となります。

(連結損益計算書関係)
 前連結会計年度まで、営業外損失の「その他」に含め
て表示しておりました「為替差損」は、当連結会計年度
において営業外損失の100分の10を超えることとなった
ため区分掲記しました。なお、前連結会計年度の「為替
差損」は42千円であります。
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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、郊外店舗の撤退等により、従業員が大幅に減少したため、「退職

給付制度の移行等に関する会計処理(企業会計基準適用指針１号)」の大量退職に該当するため、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、当連結会計年度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。 

【追加情報】
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務
   担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。
現金及び預金 469,815千円

商品及び製品 1,156,424

建物及び構築物 34,343

土地 103,047

  計 1,763,630

   担保付債務は、次のとおりであります。
 短期借入金 330,000千円

 

※１ 担保資産及び担保付債務
  担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。
現金及び預金 53,082千円

商品及び製品 935,754

建物及び構築物 124,887

土地 14,500

 計 1,128,224

      商品及び製品については、評価前の金額で、記
載しております。

      なお、上記担保のほか、将来回収予定の不動産
賃貸収入413,007千円譲渡担保として差入れてお
ります。

  担保付債務は、次のとおりであります。
短期借入金 200,000千円

未払金 204,000

長期未払金 213,134

※２ 財務制限条項
(１)手元現預金が常時150百万円を下回らない。
(２)各月における試算表上の 低粗利率が16％を

下回らない。
(３)各月における試算表上の売上額が700百万円を

下回らない。
(４)本件貸付金の元本残高が、「(適格在庫額－７

店舗分想定所有権留保額－盗難等積立額)×
47.3％×75％－ポイントカード債務積立額
＊」を常時上回らない。
＊ 適格在庫とは下記店舗に存在する借入人

の所有にかかる在庫動産をいう。

店舗名称 住所

本店
東京都千代田区 
外神田１－２－９

デューティーフリー 
アキハバラ

東京都千代田区 
外神田１－15－３

ASOBITCITY 
(アソビットゲームシティ)

東京都千代田区 
外神田１－13－２

MUSICVOX AKIHABARA
東京都千代田区 
佐久間町１－15

ASOBITCITY 
(アソビットキャラシティ)

東京都千代田区 
外神田１－８－８

ASOBITCITY 
(アソビットホビーシティ)

東京都千代田区 
外神田１－15－18

ポケットプラスワン
東京都千代田区 
外神田１－４－13

 

※２ 財務制限条項
(１)手元現預金が常時50百万円を下回らない。
(２)本件貸付金の元本残高が、「(適格在庫額－想

定所有権留保額－盗難等積立額)×39.2％×
75％－ポイントカード債務積立額」を常時上
回らない。
＊ 適格在庫とは下記店舗に存在する借入人

の所有にかかる在庫動産をいう。

店舗名称 住所

本店
東京都千代田区 
外神田１－２－９

アウトレット 
アキハバラ

東京都千代田区 
外神田１－13－２

MUSICVOX AKIHABARA
東京都千代田区 
佐久間町１－15

ポケットプラスワン
東京都千代田区 
外神田１－４－13

ASOBITCITY 
(アソビットシティ)

東京都千代田区 
外神田１－15－18
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 固定資産売却益は、主に土地売却に係るものであ

ります。 

固定資産売却損は、主に土地、建物売却に係るも

のであります。 

固定資産除却損は、主に器具備品に係るものであ

ります。

※１ 固定資産売却益は、主に土地売却に係るものであ

ります。 

固定資産売却損は、主に建物売却に係るものであ

ります。 

固定資産除却損は、主に器具備品に係るものであ

ります。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※２ 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損
失を計上しております。

場所 用途 種類

東京地区 
 ４物件

営業店舗

建物

構築物

器具備品

東京地区 
 １物件

共用資産

借地権

土地

建物

器具備品

東京地区

処分予定資産

 10物件

神奈川地区

 ４物件 建物

埼玉地区 構築物

 ８物件 器具備品

千葉地区 土地

 ３物件 ソフトウエア

東北地区 その他

 28物件

長野地区

 ６物件

当社はキャッシュ・フローを生み出す 小単位とし
て店舗を基本単位としてグルーピングしておりま
す。また賃貸資産、遊休資産においても主に閉鎖し
た店舗の各物件単位を 小単位として個々の資産毎
にグルーピングしております。  
営業活動から生じる損益が継続してマイナスまた
は、土地等の時価が帳簿価額より大幅に下落してい
る場合、資産グループの固定資産簿価を全額回収で
きる可能性が低いと判断した店舗について、当該資
産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額2,409,139千円を減損損失として特別損失
に計上いたしました。  
※減損損失の内訳  
  営業店舗     56,330千円  
  (内、建物     21,269千円 
     構築物     465千円 
     その他    34,595千円)  
  共用資産     780,467千円  
  (内、土地     25,548千円  
     建物     28,187千円  
     その他   726,732千円)  
  処分予定資産  1,572,341千円  
  (内、土地     203,981千円  
     建物    651,324千円 
     構築物    9,735千円  
         その他   707,299千円)
なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却
価額、あるいは使用価値により測定しております。 
正味売却価額は建物及び土地については、不動産鑑
定評価または固定資産税評価額に基づき算出し、評
価しております。また使用価値は将来キャッシュ・
フローを6.0％で割り引いて算定しております。

 

※２ 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損
失を計上しております。

場所 用途 種類

東京地区 
 １物件

営業店舗

建物

構築物

器具備品

当社はキャッシュ・フローを生み出す 小単位とし
て店舗を基本単位としてグルーピングしておりま
す。また賃貸資産、遊休資産においても主に閉鎖し
た店舗の各物件単位を 小単位として個々の資産毎
にグルーピングしております。  
営業活動から生じる損益が継続してマイナスまた
は、土地等の時価が帳簿価額より大幅に下落してい
る場合、資産グループの固定資産簿価を全額回収で
きる可能性が低いと判断した店舗について、当該資
産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額45,566千円を減損損失として特別損失に
計上いたしました。  
※減損損失の内訳   
  処分予定資産   45,566千円  
  (内、建物    32,799千円 
     その他   12,767千円)
なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却
価額、あるいは使用価値により測定しております。  
正味売却価額は建物及び土地については、不動産鑑
定評価または固定資産税評価額に基づき算出し、評
価しております。また使用価値は将来キャッシュ・
フローを6.0％で割り引いて算定しております。

※３ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下額の
金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に
含まれております。

255,979千円    

※３ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下額の
金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に
含まれております。

123,601千円    
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 公開買付より7,813千株の増加となっております。 
  

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 
平成17年新株予約権の減少は、付与対象者の退職によるものであります。  
なお、平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 68,642 ─ ─ 68,642

Ａ種優先株式(千株) 4,000 ─ ─ 4,000

合計 72,642 ─ ─ 72,642

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 742 7,818 ─ 8,560

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 
会計年度

提出会社
平成17年ストックオ 
プションとしての新 
株予約権

普通株式 302 ─ 30 272 ─

合計 302 ─ 30 272 ─
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(変動事由の概要) 
普通株式 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

第三者割当増資による増加           125,000千株 

Ａ種優先株式の取得請求権行使による増加     56,000千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

自己株式の消却による減少            4,500千株 

Ａ種優先株式 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

自己株式の消却による減少            2,500千株 
  

   

(変動事由の概要)  

普通株式 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加             4千株 

 減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

自己株式の消却による減少            4,500千株 

Ａ種優先株式 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

取得請求権行使に基づく取得による増加      2,800千株 

 減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

自己株式の消却による減少            2,500千株 

  

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

  
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 68,642 181,000 4,500 245,142

Ａ種優先株式(千株) 4,000 ─ 2,500 1,500

合計 72,642 181,000 7,000 246,642

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 8,560 4 4,500 4,064

Ａ種優先株式(千株) ─ 2,800 2,500 300

合計 8,560 2,804 7,000 4,364

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 
会計年度

提出会社
平成17年ストックオ 
プションとしての新 
株予約権

普通株式 272 ─ ─ 272 ─

合計 272 ─ ─ 272 ─
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 659,106千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

─

現金及び現金同等物 659,106
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 276,830千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

─

現金及び現金同等物 276,830
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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業及び通信事業代理店業 

    ３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（530,364千円）は、親会社における現金及び預金であり

ます。 

    ４ 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） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）ロに記載のとおり、当連結会計年度より

「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日公表分）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、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損

失、当期純損失は、それぞれ95百万円増加しております。 

  

(セグメント情報)

１ 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
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ売上高及び営業利益 

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上
高

39,424,241 904,985 319,560 40,648,787 ─ 40,648,787

 (2)セグメント間の内部  
   売上高又は振替高

2,663,021 8,920 ─ 2,671,942 △2,671,942 ─

計 42,087,263 913,905 319,560 43,320,729 △2,671,942 40,648,787

 営業費用 48,938,869 559,414 436,761 49,935,045 △2,673,736 47,261,309

営業利益又は営業損失(△) △6,851,606 354,490 △117,200 △6,614,316 1,794 △6,612,522

Ⅱ資産、減価償却費、減損 
 損失及び資本的支出 

 資産 10,821,203 901,264 208,318 11,930,786 530,364 12,461,151

 減価償却費 223,535 38,285 85 261,907 ─ 261,907

 減損損失 2,015,729 393,409 ─ 2,409,139 ─ 2,409,139

 資本的支出 54,770 ─ ─ 54,770 ─ 54,770
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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業及び通信事業代理店業 

    ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配布不能営業費（768,066千円）の主なものは、親会社本社の

管理部門に係る費用であります。 

    ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（761,312千円）の主なものは、当社の現金及び預金、長

期貸付金、及び管理部門に係る資産等であります。 

  

物品販売事業 
(千円)

不動産賃貸事業
（千円）

その他
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ売上高及び営業利益 

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上
高

8,948,703 641,616 103,679 9,693,999 ─ 9,693,999

 (2)セグメント間の内部  
   売上高又は振替高

─ 5,250 3,767 9,017 (9,017) ─

計 8,948,703 646,866 107,447 9,703,017 (9,017) 9,693,999

 営業費用 10,282,235 673,487 158,016 11,113,738 759,048 11,872,787

営業利益又は営業損失(△) △1,333,532 △26,620 △50,568 △1,410,721 (768,066) △2,178,787

Ⅱ資産、減価償却費、減損 
 損失及び資本的支出 

 資産 3,957,272 2,781,566 70,957 6,809,796 745,419 7,555,216

 減価償却費 22,706 32,996 1,516 57,219 4,847 62,066

 減損損失 45,566 ─ ─ 45,566 ─ 45,566

 資本的支出 191,514 14,277 ─ 205,792 65,830 271,622
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４

月１日 至 平成22年３月31日) 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び

在外支店が無いため、該当事項はありません。 

  

２ 所在地別セグメント情報
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４

月１日 至 平成22年３月31日) 

前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高は、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。 

  

３ 海外売上高
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 (注) １ 潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため記載して 

 おりません。 

 ２ １株当たり当期純損失額及び１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１)１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(２)１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 42円29銭 １株当たり純資産額 11円11銭

１株当たり当期純損失 208円27銭 １株当たり当期純損失 14円45銭

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失 12,558,764千円 2,536,263千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純損失 12,558,764千円 2,536,263千円

普通株式の期中平均株式数 60,297千株 175,503千株

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要

平成21年６月26日定時株主総会

決議ストックオプション(新株予

約権方式)

 普通株式     272,000株

平成21年６月26日定時株主総会

決議ストックオプション(新株予

約権方式)

 普通株式     272,000株

前連結会計年度末 
平成21年３月31日

当連結会計年度末
平成22年３月31日

純資産の部の合計額 4,541,276千円 3,504,851千円

純資産の部の合計額から控除する金額 2,000,000千円 825,000千円

 （うち少数株主持分） (─) (─)

 （Ａ種優先株式） (2,000,000千円) (825,000千円)

普通株式に係る期末の純資産額 2,541,276千円 2,679,851千円

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 60,081千株 241,077千株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

重要な後発事象
当社グループのラオックスヒナタ株式会社は、平成21

年６月22日の定時株主総会において、解散及び特別清算
の決議を行い承認可決しており、その内容については以
下のとおりであります。

１．解散及び清算に至った経緯
ラオックスヒナタ株式会社は、当社と日南田電気株式

会社が業務提携を行い昭和63年11月に設立し、以降長野
県下にて営業活動を続けてまいりました。競合大型店の
進出により、店舗規模や価格面での競争が激化し、平成
20年３月期まで７期連続の損失を計上し、すでに債務超
過となっているため平成20年12月に事業を停止、平成21
年１月に従業員との雇用契約を解消し、事業譲渡等を進
めてまいりましたが、一般債権・債務の終結の目処がつ
きましたため、同社を解散の上、債務超過であることに
より特別清算の手続きを開始することを決議いたしまし
た。

２．解散子会社の概要
(１)商号  ラオックスヒナタ株式会社
(２)代表者名  代表取締役社長 山下 巖
(３)本店所在地  長野県長野市大字鶴賀権堂町2210
(４)設立年月日  昭和63年11月
(５)主な事業内容  家電・パソコン販売
(６)資本金の額  ２億円
(７)決算期  ３月31日
(８)当社出資比率  87.7%
(９)売上高    25億68百万円 （平成21年３月期）
(10)純資産    △18億３百万円 （平成21年３月期）

３．解散の日程
平成21年６月22日 ラオックスヒナタ株式会社

株主総会にて解散決議

平成21年９月 ラオックスヒナタ株式会社
特別清算終了（予定）

 

重要な後発事象
 当社グループのラオックスヒナタ株式会社は、平成21
年６月22日の定時株主総会において、解散及び特別清算
の決議を行い承認可決しており、清算手続きを進めてま
いりましたが、一般債権・債務整理が終結したことか
ら、同社を平成22年５月19日をもって清算終了すること
となりました。 
 １．解散子会社の概要 
(１)商号  ラオックスヒナタ株式会社 
(２)代表者名    代表清算人 竹下 洋史 
(３)本店所在地   長野県長野市大字鶴賀権堂町2210 
(４)設立年月日   昭和63年11月 
(５)主な事業内容  家電・パソコン販売 
(６)資本金の額   ２億円 
(７)決算期     ３月31日 
(８)当社出資比率  87.7% 
(９)売上高      ２百万円 （平成22年３月期） 
(10)純資産    △18億11百万円 （平成22年３月期）

２．解散の日程
平成21年６月22日 ラオックスヒナタ株式会社

株主総会にて解散決議

平成22年５月19日 ラオックスヒナタ株式会社
特別清算終了（予定）
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関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付、ストック・オプション等、

賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の重要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略します。 
  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

当社グループは、平成21年６月25日開催の取締役会に
おいて、蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税株式会
社との業務資本提携並びに、平成21年７月24日開催予定
の臨時株主総会での有利発行に係る決議を前提として、
第三者割当による新株式発行及び新株予約権の発行に関
することについて、下記のごとく決議いたしました。

（第三者割当による新株式の発行について）
(１)発行する株式の種類及び数

普通株式 125,000,000株
(３)発行価額

１株につき12円
(２)発行価額の総額

1,500,000千円
(４)資本組入額

１株につき６円
(５)資本組入額の総額

750,000千円
(６)申込期間

平成21年７月24日(予定)
(７)払込期日

平成21年８月３日(予定)
(８)割当先及び割当株式数

GRANDA MAGIC LIMITED  66,666,667株
（蘇寧電器股份有限公司の子会社） 
日本観光免税株式会社  58,333,333株 

(９)資金の使途
第三者割当による新株式発行での増資約

1,500,000千円につきましては、約1,100,000千円
は秋葉原事業強化のための仕入並びに広告宣伝等
の運転資金と８月から10月に計画しております店
舗の改装費用に充て、合計412,500千円を優先株
一 部 償 還（Ａ 種 優 先 株 式 ： 発 行 済 株 式 数
4,000,000株の内、第一次償還分として750,000
株、潜在株式数では15,000,000株）に充当する予
定であります。

（第三者割当による新株予約権の発行について）
(１)発行する新株予約権の個数

20,000,000個
(２)発行価額

無償（行使価額20円）
(３)発行価額の総額

400,000千円
(４)資本組入額

会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額を超え
ないものとし、計算の結果１円未満の端数が生じ
る場合はその端数を切り上げた金額とする。

(５)資本組入額の総額
新株予約権行使時の会社計算規則第17条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額を超えない額

(６)新株予約権の行使期間
平成22年１月15日～平成25年１月14日

(７)割当先及び新株予約権の個数
GRANDA MAGIC LIMITED  10,660,000個
（蘇寧電器股份有限公司の子会社） 
日本観光免税株式会社   9,340,000個 

(８)資金の使途
第三者割当による新株予約権での増資400,000

千円につきましては、秋葉原事業強化のための運
転資金に充てる予定です。

───────────

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 530,364 221,542

受取手形 350 －

売掛金 769,064 481,501

商品及び製品 1,453,863 820,052

原材料及び貯蔵品 12,864 4,703

前払費用 249,690 112,123

未収入金 235,082 233,544

前渡金 154,503 65,642

1年内回収予定の差入保証金 － 438,055

その他 205,411 93,248

貸倒引当金 △73,934 △156,133

流動資産合計 3,537,261 2,314,281

固定資産

有形固定資産

建物 4,243,023 6,071,410

減価償却累計額 △3,410,693 △5,349,084

建物（純額） 832,329 722,325

構築物 312,275 452,481

減価償却累計額 △302,287 △447,471

構築物（純額） 9,988 5,009

車両運搬具 6,909 7,315

減価償却累計額 △5,712 △6,358

車両運搬具（純額） 1,197 957

工具、器具及び備品 2,036,692 2,942,866

減価償却累計額 △2,007,247 △2,868,384

工具、器具及び備品（純額） 29,445 74,482

土地 110,387 6,443

建設仮勘定 － 8,262

有形固定資産合計 983,347 817,480

無形固定資産

借地権 88,503 408

商標権 2,994 2,139

ソフトウエア － 42,401

無形固定資産合計 91,497 44,948

投資その他の資産

投資有価証券 19,345 19,354

関係会社株式 2,342,425 2,241,425

出資金 1,477 1,267

長期貸付金 138,040 134,208

従業員に対する長期貸付金 3,550 280

関係会社長期貸付金 5,269,384 5,269,384

長期前払費用 － 7,374

敷金及び保証金 6,910,034 3,783,108

その他 462,206 365,743

投資損失引当金 △2,241,425 △2,241,425

貸倒引当金 △5,709,888 △5,673,237

投資その他の資産合計 7,195,150 3,907,485

固定資産合計 8,269,996 4,769,914

資産合計 11,807,257 7,084,195
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 10,025 －

買掛金 595,726 334,348

短期借入金 330,000 738,080

未払金 － 626,314

未払費用 1,072,563 36,320

未払法人税等 22,261 19,574

前受金 164,808 105,192

ポイント引当金 303,936 141,563

退店損失引当金 1,728,036 12,000

預り金 507,777 49,778

その他 104,560 60,099

流動負債合計 4,839,697 2,123,273

固定負債

長期未払金 － 213,134

長期借入金 － 33,000

退職給付引当金 1,338,551 358,155

役員退職慰労引当金 559,594 559,594

長期預り敷金保証金 897,830 603,639

その他 95,756 39,698

固定負債合計 2,891,732 1,807,223

負債合計 7,731,430 3,930,496

純資産の部

株主資本

資本金 6,000,000 2,000,000

資本剰余金

資本準備金 1,000,000 －

その他資本剰余金 9,826,195 9,355,138

資本剰余金合計 10,826,195 9,355,138

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △11,852,963 △7,774,981

利益剰余金合計 △11,852,963 △7,774,981

自己株式 △896,290 △425,528

株主資本合計 4,076,941 3,154,628

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,114 △929

評価・換算差額等合計 △1,114 △929

純資産合計 4,075,827 3,153,698

負債純資産合計 11,807,257 7,084,195
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

商品売上高 37,554,406 8,942,471

不動産賃貸収入 710,543 577,495

売上高合計 38,264,949 9,519,967

売上原価

商品期首たな卸高 5,160,928 1,453,863

当期商品仕入高 29,574,571 6,617,503

合計 34,735,499 8,071,367

他勘定振替高 1,602,470 22,981

商品期末たな卸高 1,453,863 820,052

商品売上原価 31,679,165 7,228,333

不動産賃貸原価 490,874 634,665

売上原価合計 32,170,040 7,862,998

売上総利益 6,094,909 1,656,969

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 629,497 55,203

運搬費 1,140,213 273,449

給料手当及び賞与 2,662,712 1,054,573

退職給付費用 660,241 198,020

法定福利費 275,753 106,454

福利厚生費 1,774 －

貸倒引当金繰入額 8,248 142,906

減価償却費 195,763 35,837

賃借料 2,932,571 664,303

支払手数料 687,436 335,520

その他 2,289,907 964,162

販売費及び一般管理費合計 11,484,121 3,830,430

営業損失（△） △5,389,211 △2,173,461

営業外収益

受取利息 69,438 13,216

受取配当金 187 182

仕入割引 217,224 31,238

その他 127,547 83,835

営業外収益合計 414,397 128,473

営業外費用

支払利息 150,850 30,080

売上割引 43,654 9,662

為替差損 － 5,715

その他 27,851 6,849

営業外費用合計 222,355 52,308

経常損失（△） △5,197,169 △2,097,296
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 61,846 79,968

投資有価証券売却益 16 －

貸倒引当金戻入額 － 53,373

退職給付引当金戻入額 － 136,130

ポイント引当金戻入額 － 75,344

契約精算益 － 94,066

その他 5,289 58,893

特別利益合計 67,151 497,778

特別損失

固定資産除却損 62,258 10,177

固定資産売却損 421,941 101,890

減損損失 1,426,488 45,566

店舗整理損 768,451 504,040

貸倒引当金繰入額 1,237,013 －

退店損失引当金繰入額 1,728,036 12,000

退職給付費用 － 108,434

その他 1,059,494 87,684

特別損失合計 6,703,684 869,794

税引前当期純損失（△） △11,833,701 △2,469,312

法人税、住民税及び事業税 19,261 5,259

法人税等調整額 － △52,553

法人税等合計 19,261 △47,294

当期純損失（△） △11,852,963 △2,422,017
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 6,000,000 6,000,000

当期変動額

新株の発行 － 750,000

減資 － △4,750,000

当期変動額合計 － △4,000,000

当期末残高 6,000,000 2,000,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額

新株の発行 － 750,000

準備金から剰余金への振替 － △1,750,000

当期変動額合計 － △1,000,000

当期末残高 1,000,000 －

その他資本剰余金

前期末残高 21,347,874 9,826,195

当期変動額

減資 － 4,750,000

準備金から剰余金への振替 － 1,750,000

欠損填補 △11,521,678 △6,500,000

自己株式の消却 － △471,057

当期変動額合計 △11,521,678 △471,057

当期末残高 9,826,195 9,355,138

資本剰余金合計

前期末残高 22,347,874 10,826,195

当期変動額

新株の発行 － 750,000

減資 － 4,750,000

欠損填補 △11,521,678 △6,500,000

自己株式の消却 － △471,057

当期変動額合計 △11,521,678 △1,471,057

当期末残高 10,826,195 9,355,138

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △11,521,678 △11,852,963

当期変動額

欠損填補 11,521,678 6,500,000

当期純損失（△） △11,852,963 △2,422,017

当期変動額合計 △331,284 4,077,982

当期末残高 △11,852,963 △7,774,981

利益剰余金合計

前期末残高 △11,521,678 △11,852,963

当期変動額

欠損填補 11,521,678 6,500,000

当期純損失（△） △11,852,963 △2,422,017

当期変動額合計 △331,284 4,077,982

当期末残高 △11,852,963 △7,774,981
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △396,061 △896,290

当期変動額

自己株式の取得 △500,229 △295

自己株式の消却 － 471,057

当期変動額合計 △500,229 470,762

当期末残高 △896,290 △425,528

株主資本合計

前期末残高 16,430,134 4,076,941

当期変動額

新株の発行 － 1,500,000

当期純損失（△） △11,852,963 △2,422,017

自己株式の取得 △500,229 △295

当期変動額合計 △12,353,192 △922,312

当期末残高 4,076,941 3,154,628

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 6,235 △1,114

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7,350 184

当期変動額合計 △7,350 184

当期末残高 △1,114 △929

評価・換算差額等合計

前期末残高 6,235 △1,114

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7,350 184

当期変動額合計 △7,350 184

当期末残高 △1,114 △929

純資産合計

前期末残高 16,436,370 4,075,827

当期変動額

新株の発行 － 1,500,000

当期純損失（△） △11,852,963 △2,422,017

自己株式の取得 △500,229 △295

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,350 184

当期変動額合計 △12,360,543 △922,128

当期末残高 4,075,827 3,153,698
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当社は、当事業年度において営業損失が5,389,211千
円と平成14年３月期から８期連続で営業損失を計上して
おり、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。
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を行う中で郊外型家電販売事業
からの撤退を決意し、平成21年４月から６月にかけ
て店舗閉鎖を進めております。不採算の郊外型家電
販売事業の整理を行う中で、営業経費の削減と効率
的な人員の再配置を行い、人件費の大幅な抑制を推
進する事により収益店舗の更なる構造改革を進めて
まいります。
② 経営資源の確保

経営資源の確保を図る為、すでに営業を停止してい
る株式会社庄子デンキの資産の換価を進めてまいり
ます。また、郊外型家電販売事業からの撤退に伴
い、保有不動産等の資産の換価を進めるとともに、
商品及びサービスの安定かつ潤沢な供給を継続する
為に、積極的な資金調達活動を行うと共に財務基盤
の強化を図ります。
③ 戦略（経営資源の集中化）

免税品販売事業を中心とした秋葉原事業に特化し
て、事業の再構築を進めてまいります。マーケット
の拡大が予想される免税品販売事業の強化は、事業
の黒字化体質を構築する為の大きなステップである
と認識しております。 
当社は、中国を初めとして、アジア地域を中心に認
知度も高く海外旅行会社や物販事業を営む企業との
コラボレーションによる新たなマーケット開拓も目
指してまいります。
当社は、中国を初めとして、アジア地域を中心に高い

知名度とブランド・イメージを有しており、海外旅行会
社や物販事業を営む企業とのコラボレーションによる新
たなマーケット開拓を目指してまいります。
当事業年度におきましても、不採算店舗の撤退、人件

費等の経費削減を進めてまいりましたが、金融危機の深
刻化による個人消費の低迷、その影響による売上高の減
少に加え、仕入れ資金の欠乏の為の品揃えの悪化によ
り、売上総利益が減少し、大幅な計画未達となりまし
た。
当社は、秋葉原地区で展開している免税品販売事業・

楽器販売事業・エンターテイメント商品販売事業のほ
か、法人営業事業・ＦＣ事業及び郊外型家電販売事業な
どを営んでおりますが、抜本的な事業の黒字化を目指す
ため郊外型家電事業から撤退し、事業規模を縮小の上、
今後の発展の余地があり、当社の事業の発祥地でもある
秋葉原地区での物販事業に専念していくことを戦略方針
とし、この状況に対応すべく鋭意取り組み中でありま
す。
また、厳しい市場環境を乗り越え、今後の事業継続維

持のみならず中国・東南アジア地域にまたがる新たなビ
ジネスを展開し発展していくためには、資本の増強によ
る財務基盤の強化、経営の刷新、信用力の補完も喫緊の
課題であることから、平成21年６月25日開催の当社取締
役会において、蘇寧電器股份有限公司及び日本観光免税
株式会社との業務委託契約を締結するとともに、平成21
年７月24日開催予定の臨時株主総会において株主の皆様
の承認決議を受けることを前提に、蘇寧電器股份有限公
司の子会社のGRANDA MAGIC LIMITEDと日本観光免税株式
会社を割当先とした第三者割当による普通株式の発行及
び新株予約権の発行を計画しております。
しかし、これらの施策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、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財
務諸表に反映しておりません。

───────────
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