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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年8月31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 ％

23年2月期第2四半期 15,232 △12.3 △296 ― △394 ― 2,431 ―
22年2月期第2四半期 17,383 ― △1,148 ― △1,260 ― △1,314 ―

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

23年2月期第2四半期 72.16 63.14
22年2月期第2四半期 △39.02 ―

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

23年2月期第2四半期 16,395 1,155 7.0 34.28
22年2月期 17,140 △1,275 △7.4 △37.84

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  1,157百万円 22年2月期  △1,275百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 31,267 △11.3 205 ― 35 ― 2,787 ― 82.72



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 33,717,840株 22年2月期  33,717,840株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  25,762株 22年2月期  24,991株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 33,692,192株 22年2月期2Q  33,693,416株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

     当第２四半期累計期間（平成22年３月１日～平成22年8月31日）におけるわが国経済は、企業収益の改善が続く 

   一方、海外景気の下振れ懸念や急速な円高の進行、失業率が高水準にあるなど、引き続き厳しい経営環境が続きま 

   した。 

     このような状況の中で当社は、当事業年度を再生のための「中期事業計画」の仕上げの年と定めて経常損益の黒 

   字化を実現すべく「第48期事業計画」を策定し、売上効率の向上、人件費率及び物件費率の低減を進めると同時に 

   財務体質の強化を進めてまいりました。  

     売上効率の向上につきましては、21店舗の退店と賃借面積の縮小を含む15店舗の改装を実施するとともに、業務 

  改革推進部を中心に業務インフラの再整備を進めてまいりました。 

    人件費率の低減につきましては、希望退職募集を行い平成22年５月20日付で175名が退職し、第２四半期会計期 

  間の労働分配率は前事業年度の50.5%から39.7%へと改善が進みました。 

   物件費率の低減につきましては、上記の賃借面積縮小を伴う改装に加え、賃貸借条件の変更を進めました。 

   また、縮小・移転した自社ロジスティクスセンターは平成22年３月10日より稼働し、倉庫賃借料と物流費の圧縮に 

   寄与しております。 

     財務体質の強化につきましては、平成22年５月６日付でのぞみ債権回収株式会社より30億円の債務免除をうけ、 

   前事業年度末においてマイナスとなった株主資本の増強を果たしました。 

     以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、152億32百万円（前年同期は173億83百万円)となりました。 

     事業別では、音楽事業の当第２四半期累計期間の売上高は146億円45百万円（前年同期は167億39百万円）となり 

  ました。また、書籍事業の売上高は５億24百万円（前年同期は６億34百万円）、不動産賃貸その他売上高が63百万 

   円（前年同期は９百万円）となりました。 

     利益面では、当第２四半期累計期間の営業損失は２億96百万円（前年同期は11億48百万円の損失）、経常損失は 

   ３億94百万円（前年同期は12億60百万円の損失）となり、債務免除益30億円、合理化に伴う特別損失を計上し、純 

   利益は24億31百万円（前年同期は13億14百万円の損失）となりましたが、当第２四半期会計期間においては、販管 

   費の削減が進んだことから営業利益は73百万円（前年同期間は５億96百万円の損失）、経常利益は25百万円（前年 

   同期間は６億49百万円の損失）を計上するにいたりました。  

    なお、平成22年８月31日現在の店舗数は178店舗（前事業年度末比19店舗減少）であります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期会計期間期末において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりであります。 

  

     資産の部においては、敷金及び保証金の純減額が６億23百万円あったこと及び棚卸資産の減少等により、７億45 

   百万円減少し、163億95百万円となりました。 

    負債の部においては、買掛金が３億80百万円増加したものの債務免除により借入金が30億円減少したこと、退職 

   給付引当金が３億３百万円減少したこと等により31億75百万円減少し、152億40百万円となりました。 

    純資産の部においては、債務免除に伴う特別利益を計上したことから、24億30百万円増加し、11億55百万円とな 

   りました。 

  

（キャッシュ・フローの状況 ） 

     当第２四半期会計期間末における現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して１百万円減 

   少し、８億65百万円となりました。 

   

    当第２四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。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動による資金の減少は３億30百万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少および仕入債務の増加 

  により６億25百万円増加したものの、売上債権の増加により１億36百万円減少、また退職給付引当金が、３億３百 

   万円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） 

    投資活動による資金の増加は３億39百万円となりました。これは主に、閉店に伴う敷金保証金の回収による収入 

   が５億60百万円あったことによるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動による資金の減少は９百万円となりました。これは、長期借入金の返済が９百万円あったことによるも 

   のであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

   平成23年２月期の業績予想につきましては、おおむね予想通り推移しておりますので、平成22年７月14日に公表 

  いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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２四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。

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

     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の概要 

     当社は５期連続して経常損失を計上しておりますが、当第２四半期累計期間におきましても、経常損失３億94 

    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。 

  

     当社ではこのような状況を解消するため、当事業年度を再生のための「中期事業計画」の仕上げの年と定めて 

    経常損益の黒字化を実現すべく「第48期事業計画」を策定し、売上効率の向上、人件費率及び物件費率の低減を 

    進めております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,615,927 1,616,883 

受取手形及び売掛金 1,379,128 1,242,687 

商品及び製品 6,616,441 7,050,432 

その他 596,713 335,137 

貸倒引当金 △9,176 △7,433 

流動資産合計 10,199,034 10,237,707 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 994,098 1,063,313 

構築物（純額） 817 954 

工具、器具及び備品（純額） 262,480 293,351 

土地 1,873,478 1,873,478 

建設仮勘定 － 1,195 

有形固定資産合計 3,130,875 3,232,292 

無形固定資産 156,919 170,500 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,894,636 3,518,410 

その他 228,276 291,657 

貸倒引当金 △214,417 △309,646 

投資その他の資産合計 2,908,494 3,500,420 

固定資産合計 6,196,289 6,903,214 

資産合計 16,395,324 17,140,921 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,760,932 2,569,743 

1年内返済予定の長期借入金 400,000 500,000 

未払法人税等 77,363 118,389 

その他 712,023 656,409 

流動負債合計 3,950,319 3,844,543 

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000 

長期借入金 8,803,646 11,712,646 

退職給付引当金 1,166,946 1,469,947 

その他の引当金 － 27,955 

その他 319,379 360,927 

固定負債合計 11,289,972 14,571,476 

負債合計 15,240,292 18,416,019 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 738,756 738,756 

利益剰余金 △2,610,926 △5,042,160 

自己株式 △9,541 △9,504 

株主資本合計 2,622,836 191,639 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,758 △3,691 

土地再評価差額金 △1,463,046 △1,463,046 

評価・換算差額等合計 △1,467,804 △1,466,737 

純資産合計 1,155,032 △1,275,098 

負債純資産合計 16,395,324 17,140,921 
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 17,383,191 15,232,987 

売上原価 12,478,302 10,692,173 

売上総利益 4,904,889 4,540,814 

販売費及び一般管理費 6,053,113 4,837,067 

営業損失（△） △1,148,223 △296,253 

営業外収益   

受取利息 3,674 2,247 

受取配当金 392 281 

受取手数料 24,046 20,105 

その他 14,455 6,709 

営業外収益合計 42,568 29,342 

営業外費用   

支払利息 136,767 112,643 

その他 17,765 14,589 

営業外費用合計 154,533 127,233 

経常損失（△） △1,260,188 △394,143 

特別利益   

固定資産売却益 1,578 1,558 

移転補償金 17,622 26,718 

退職給付引当金戻入額 － 290,736 

債務免除益 － 3,000,000 

貸倒引当金戻入額 39,105 95,228 

その他 5,504 44,457 

特別利益合計 63,810 3,458,699 

特別損失   

固定資産除却損 13,437 140,240 

たな卸資産処分損 40,880 － 

退職特別加算金 － 429,737 

その他 3,579 11,732 

特別損失合計 57,897 581,711 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,254,275 2,482,843 

法人税等 60,475 51,610 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,314,750 2,431,233 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△） △1,254,275 2,482,843 

減価償却費 166,205 136,058 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,105 △93,485 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,577 △303,000 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,454 △27,955 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △936 － 

受取利息 △3,674 △2,247 

受取配当金 △392 △281 

支払利息 136,767 112,643 

固定資産除却損 13,437 140,240 

債務免除益 － △3,000,000 

退職特別加算金 － 429,737 

売上債権の増減額（△は増加） 53,228 △136,440 

たな卸資産の増減額（△は増加） 402,586 433,990 

仕入債務の増減額（△は減少） △232,083 191,188 

未払又は未収消費税等の増減額 69,704 △33,265 

その他 △330,667 △354,348 

小計 △1,033,326 △24,320 

利息及び配当金の受取額 4,159 2,648 

利息の支払額 △150,321 △126,192 

確定拠出年金移換金支払額 △26,836 △98,632 

保険金の受取額 － 8,368 

法人税等の支払額 △108,643 △92,636 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,314,968 △330,765 

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 △223,699 △74,582 

有形固定資産の売却による収入 7,491 1,558 

固定資産の除却による支出 － △22,131 

投資有価証券の取得による支出 △697 △710 

投資有価証券の売却による収入 － 11,996 

敷金及び保証金の差入による支出 △67,761 △144,885 

敷金及び保証金の回収による収入 800,692 560,196 

貸付けによる支出 △3,030 － 

貸付金の回収による収入 3,921 8,186 

投資活動によるキャッシュ・フロー 516,917 339,628 

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 △324,932 △9,000 

自己株式の取得による支出 △19 △36 

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,951 △9,036 
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △859 △783 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △843,862 △955 

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,786 866,883 

現金及び現金同等物の四半期末残高 317,923 865,927 
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  当社は５期連続して経常損失及び当期純損失を計上しておりますが、当第２四半期累計期間におきましても、経 

 常損失３億94百万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。 

  当社ではこのような状況を解消するため、当事業年度を再生のための「中期事業計画」の仕上げの年と定めて経 

 常損益の黒字化を実現すべく「第48期事業計画」を策定し、売上効率の向上、人件費率及び物件費率の低減を進め 

 ております。  

  売上効率の向上につきましては、前期までに実施してきた各種の施策に加え、21店舗の退店と賃借面積の縮小を 

 含む15店舗の改装を実施するとともに、新たに設置した業務改革推進部を中心に店頭業務のインフラの再整備を進 

 めております。 

  人件費率の低減につきましては、希望退職募集を行い平成22年５月20日付で175名が退職し、かつ、給与減額の 

 拡大についても労使の合意に到りました。また、物件費率の低減につきましては、上記の賃借面積縮小を伴う改装 

 に加え、賃貸借条件の変更交渉を進めており、販管費の削減が着実に進捗しております。 

  以上の対応策を実行中ですが、当社の売上高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に大 

 きな影響を受ける可能性があり、収益化体質への転換が計画通りに進捗出来ない等の可能性があることから、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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（１）生産、受注及び販売の状況 

(1）商品仕入実績 

 当第２四半期累計期間の商品仕入実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   なお、不動産のテナント賃貸による費用を「その他」に計上しております。  

  
 当第２四半期会計期間の商品仕入実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   なお、不動産のテナント賃貸による費用を「その他」に計上しております。  

   書籍事業につきましては、３店舗を閉店したことにより、返品が仕入を上回った為にマイナス表記となってお

   ります。 

  

(2）販売実績 

 当第２四半期累計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          なお、不動産のテナント賃貸による収益を「その他」に計上しております。 

  

４．補足情報

事業部門の名称 
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年３月１日 
至 平成22年８月31日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）    10,039,875    85.9

書籍事業（千円）    205,740    46.2

その他（千円）    12,568    328.2

合計（千円）    10,258,183    84.6

事業部門の名称 
当第２四半期会計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）    5,273,089    88.7

書籍事業（千円）  △32,315  △14.8

その他（千円）  7,164  282.0

合計（千円）  5,247,938  85.1

事業部門の名称 
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年３月１日 
至 平成22年８月31日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）  14,645,191  87.4

書籍事業（千円）  524,227  82.5

その他（千円）  63,569  695.0

合計（千円）  15,232,987  87.6
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 当第２四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          なお、不動産のテナント賃貸による収益を「その他」に計上しております。 

  

  

（２）設備投資、減価償却費、研究開発費の実績値・予想値   

(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期累計期間において、重要な設備の新設等については、次のとおりであります。 

 （注）金額には消費税等は含まれておりません。 

   

(2）設備の新設、除却等の計画 

  当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

   (注）１．新設店（賃借店）の着手年月は、テナント出店のため契約締結月を記載しております。 

      ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門の名称 
当第２四半期会計期間 

（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）  7,470,474  92.3

書籍事業（千円）  213,662  69.2

その他（千円）  33,514  532.6

合計（千円）  7,717,650  91.8

事業所名 
(所在地) 

事業部門別の

名称 
設備の内容 

帳簿価額(千円) 

従業員数 
(人) 

建物 
工具、器具 
及び備品 

敷金及び 
保証金 

合計 

アトレ吉祥寺店 

（東京都武蔵野市） 
音楽事業 

新設店 

(賃借店)  
 7,542  7,168  13,591  28,301  3

宇都宮インターパーク店 

（栃木県宇都宮市） 
音楽事業 

新設店 

(賃借店) 
 2,407  1,683  9,446  13,536  2

事業所名 所在地 
事業部門
別の名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調
達方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 

総額 
(千円) 

既支払額 
(千円) 

着手 完了 

キャナルシ

ティ博多店 

福岡県 
福岡市 
博多区 

音楽事業 新店(賃借店) 5,660 － 自己資金 平成22年８月 平成22年９月 売上高増加 

ロックイン

キャナルシ

ティ博多店 

福岡県 
福岡市 
博多区  

音楽事業 新店(賃借店) 12,340 － 自己資金 平成22年８月 平成22年９月 売上高増加 
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（３）四半期損益計算書  

(1）第２四半期会計期間 

  

  （単位：千円）

  
前第２四半期会計期間 

（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日） 

売上高    8,403,480    7,717,650

売上原価    6,052,695    5,385,658

売上総利益    2,350,784    2,331,991

販売費及び一般管理費    2,947,460    2,258,544

営業利益又は営業損失（△）    △596,676    73,447

営業外収益         

受取利息    1,684    1,099

受取配当金    364    193

受取手数料    12,025    12,157

その他    5,168    3,537

営業外収益合計    19,242    16,987

営業外費用         

支払利息    70,138    52,086

その他    1,788    12,989

営業外費用合計    71,927    65,076

経常利益又は経常損失（△）    △649,360    25,358

特別利益         

固定資産売却益    1,578    1,558

移転補償金    17,622    26,718

貸倒引当金戻入額    36,699    19,659

その他     5,504    6,905

特別利益合計    61,404    54,841

特別損失         

固定資産除却損    8,499    102,229

たな卸資産処分損    40,880   ─ 

退職特別加算金   ─    80

その他    3,343    4,954

特別損失合計    52,723    107,264

税引前四半期純損失（△）    △640,679    △27,063

法人税等    27,003    25,805

四半期純損失（△）    △667,683    △52,868
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