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（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 ％ 

25年２月期第２四半期  12,148  △11.0  △183  －  △76  －  △151  －

24年２月期第２四半期  13,643  △10.4  32  －  △50  －  △518  －

  
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 

25年２月期第２四半期  △4.31  －

24年２月期第２四半期  △14.71  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年２月期第２四半期  11,899  △194  △1.6

24年２月期  12,317  △42  △0.3

（参考）自己資本 25年２月期第２四半期 △194百万円   24年２月期 △42百万円 

  
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 

24年２月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年２月期  － 0.00       

25年２月期（予想）     － 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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 
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  25,100  △5.6  100  －  200  －  50  －  1.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）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、添付資料Ｐ.４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

（注）詳細は、添付資料Ｐ.４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年２月期２Ｑ 35,249,090株 24年２月期 35,249,090株

②  期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 26,945株 24年２月期 26,645株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期２Ｑ 35,222,254株 24年２月期２Ｑ 35,223,124株

・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終了しております。

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する主旨のものではありません。また、実績の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から改善する動きは見ら

れたものの、長期化する海外経済への不安感や為替変動問題など、未だ先行きは不透明な状況となっておりま

す。 

  当社が属する小売業界におきましては、音楽映像市場の規模縮小には歯止めがかかる気配があるものの、消費

者による低価格志向は強まり、さらに対面販売と同時に通信販売を選択する顧客も増えるなど流通経路はますま

す多様化しております。 

  このような状況の中で当社は、音楽生活提案のリーディングカンパニーを目指して、音楽・映像ソフト及び楽

器の専門店として求められる様々なニーズに応えられるよう、ＣＳを強化して、さらにご愛顧頂ける魅力的な売

場作りを進めております。また、多様化している音楽・映像の楽しみ方に応えるべく、参加型イベント等の即時

販売を強化するなど、経常損益の黒字化を実現すべく対処しており、損益面では不採算店舗の閉鎖や経費の圧

縮、取引条件の改定や新商品政策による粗利率の改善等利益構造の転換に尽力してまいりましたが、売上高の減

少を補うまでには至りませんでした。 

  

 (音楽事業） 

  当第２四半期累計期間における音楽・映像ソフトにつきましては、ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業部の平成24年度の

基本方針は、前事業年度より引続き「３適」（「適正規模」、「適正分配率」、「適正在庫」）の実現と、「売

場」から「楽場」（＝「出会い」「発見」「体験」できる場）への転換に集中します。 

  当第２四半期累計期間においては、旧譜販売を強化すべく商品部の体制を変更し、在庫回転率の向上と粗利率

の確保に注力し、店舗の人的効率を向上するシフトコントロールの精度アップを行い、イベント企画の提案型店

舗を新規出店し増員と販売エリアの拡大を進め、更に粗利改善の為の仕入条件改善の交渉、減坪による店舗効率

の改善等を推進してまいりました。しかし、基本在庫の補充が十分にできずに映像商品や子供向け商品などの売

上が伸びなかったことなどから当第２四半期累計期間の売上高は計画値を下回る95億96百万円（前年同四半期は

109億30百万円、前年同四半期比87.8％）となりました。 

  楽器関係につきましては、楽器専門店舗のギター関連が堅調に推移し、また新規ＰＢギターの販売に注力した

ことで粗利率の改善に努めた結果、当第２四半期累計期間において、エレキギター及びアコースティックスギタ

ーの売上前年比は共に２桁改善いたしました。一方、客数の減少の影響で、楽譜・楽器アクセサリー等の小物商

品類が落ち込んだことから、楽器全体の計画はやや下回ったものの、当第２四半期累計期間は前年比は前年実績

並みとなり、その結果、売上高は15億67百万円（前年同四半期は15億58百万円、前年同四半期比100.6％）となり

ました。 

  通販につきましては、前事業年度から課題であったＥＣ販売システムの全面リニューアルを完了し、７月19日

にサイトのリニューアルオープンをしました。新システム稼働によって、特に新譜予約販売、旧譜セール、イベ

ント売上に注力しましたが、改修期間の売上を補うことが出来きませんでした。その結果、当第２四半期累計期

間の売上高は計画値を下回り３億70百万円（前年同四半期は４億74百万円、前年同四半期比78.2％）となりまし

た。 

  モバイル事業につきましては、iPhoneの新規販売及び機種変更を推進すると共に、話題性の高い「ディズニー

モバイル」とその関連商品の販売を展開しました。また、家族割キャンペーン及び複数台割引提案の告知ＣＭ等

で認知度が高まる期間内に、新規加入者の獲得と顧客の定着化をすべく、端末やタブレット端末の追加販売やＷ

i-Ｆi、コンテンツ付帯などアクセサリー関連の販売を更に強化しました。しかしiPhoneの新機種が秋に発売され

るため消費者に買い替えの傾向が強まり、結果として、当第２四半期累計期間の売上高は計画値を下回る３億４

百万円（前年同四半期は３億32百万円、前年同四半期比91.5％）となりました。 

  

  以上から音楽事業の売上高は118億38百万円 (前年同四半期は132億95百万円、前年同四半期比89.0％）となり

ました。 

  

  なお、当第２四半期会計期間末の店舗数は音楽・映像ソフト店舗が140店舗 (前事業年度末149店舗）、楽器店

舗が15店舗 (前事業年度末15店舗）、モバイル店舗が12店舗 (前事業年度末15店舗）であります。 

  

 (書籍事業） 

  書籍事業につきましては、柏店を、更なる地域密着型の店舗としての高い認知度を得るべく、接遇サービスに

注力してまいりました。当第２四半期累計期間においては、特に女性のお客様への提案商品とサービスを強化し

ましたが、ごく近隣に競合店が２店舗出店した影響を受け、当第２四半期累計期間は前年比及び売上高は計画値

を下回り、売上高は２億28百万円 (前年同四半期は２億60百万円、前年同四半期比87.8％）となりました。 

  

  当第２四半期会計期間末の店舗数は、書籍店舗は１店舗（前事業年度末１店舗）であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 (その他） 

  不動産賃貸の売上高は80百万円（前年同四半期は86百万円、前年同四半期比92.9％）となりました。 

  

  以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、121億48百万円（前年同四半期は136億43百万円、前年同四半

期比89.0％）となりました。営業損失は１億83百万円（前年同四半期は営業利益32百万円）、経常損失は76百万

円（前年同四半期は経常損失50百万円）となりました。四半期純損益は、１億51百万円の四半期純損失 (前年同

四半期は四半期純損失５億18百万円）となりました。 

  

  なお、当第２四半期会計期間末の店舗数は168店舗（前事業年度末比12店舗減少）であります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における資産合計は118億99百万円となり、前事業年度末に比べ４億17百万円減少と

なりました。これは主に敷金保証金２億95百万円及び在庫１億45百万円の減少によるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は120億94百万円となり、前事業年度末に比べ２億65百万円減少と

なりました。これは主に買掛金１億17百万円及び退職給付引当金94百万円の減少によるものであります。 

（純資産）  

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は１億94百万円の債務超過となり、前事業年度末に比べ超過額

が１億52百万円増加となりました。これは主に四半期純損失１億51百万円を計上したこと等によるものであり

ます。 

  

②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及び現金同等物 (以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ35百万

円減少し、４億45百万円となりました。 

  

  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44百万円 (前年同四半期は３百万円の増加）となりました。これは、主にたな

卸資産が１億45百万円減少したものの、仕入債務が１億17百万円減少したこと、及び貸倒引当金が１億41百万

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99百万円（前年同四半期は４億77百万円の増加）となりました。これは、主に

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が83百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入

が２億23百万円が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） 

  財務活動による資金の減少は91百万円（前年同四半期は５億42百万円の減少）となりました。これは、主に

長期借入金の返済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25年２月期の業績予想につきましては、平成24年10月５日に公表いたしました「平成25年２月期業績予想

の修正及び営業外収益の発生に関するお知らせ」をご覧ください。 
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期累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。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更 

（退職給付引当金の数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理年数の変更） 

 従来数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理年数は12年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間

が短縮した為、第1四半期会計期間より費用処理年数を９年に変更しております。この変更により、当第２四半期

累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 千円減少しております。 

  

（退職給付債務の計算の基礎に係る割引率の変更） 

 期首時点の退職給付債務の計算において適用した割引率は2.2％でありましたが、第１四半期会計期間末時点に

おいて再検討を行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に影響を及ぼすと判断し、割引率を1.5％に変

更しております。 

  

   

当社は、７期連続して営業損失及び経常損失を計上し、当第２四半期累計期間において、営業損失1億83百万円、

経常損失76百万円、四半期純損失１億51百万円を計上した結果、平成24年８月末日現在で、１億94百万円の債務超過

となっております。また、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社との「金銭準消費貸

借契約書」及びのぞみ債権回収株式会社との「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」に基づく借入金の返済

期限が平成25年３月29日に到来予定であるところ、返済期日までの営業収益のみでは期限日での返済が困難な状況に

ある事により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

49,172

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 736,566 700,763

受取手形及び売掛金 932,562 945,705

商品及び製品 5,519,148 5,374,261

その他 398,145 336,129

貸倒引当金 △5,093 △5,514

流動資産合計 7,581,330 7,351,345

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 740,317 697,642

構築物（純額） 452 272

工具、器具及び備品（純額） 143,966 131,633

土地 1,194,478 1,194,478

有形固定資産合計 2,079,214 2,024,027

無形固定資産 128,750 161,168

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,460,731 2,165,257

その他 283,718 272,795

貸倒引当金 △216,709 △75,024

投資その他の資産合計 2,527,741 2,363,028

固定資産合計 4,735,706 4,548,224

資産合計 12,317,036 11,899,569

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,529,525 1,411,898

1年内返済予定の長期借入金 320,000 8,522,447

未払法人税等 94,536 56,321

資産除去債務 6,515 9,912

その他 357,507 458,065

流動負債合計 2,308,084 10,458,645

固定負債   

長期借入金 8,293,573 －

退職給付引当金 1,092,584 997,883

資産除去債務 437,337 409,877

その他 228,355 228,104

固定負債合計 10,051,851 1,635,866

負債合計 12,359,936 12,094,512
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,541,298 4,541,298

資本剰余金 775,506 775,506

利益剰余金 △3,905,583 △4,057,319

自己株式 △9,588 △9,601

株主資本合計 1,401,631 1,249,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,252 1,958

土地再評価差額金 △1,446,784 △1,446,784

評価・換算差額等合計 △1,444,531 △1,444,825

純資産合計 △42,899 △194,942

負債純資産合計 12,317,036 11,899,569
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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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 13,643,106 12,148,477

売上原価 9,582,748 8,499,394

売上総利益 4,060,357 3,649,082

販売費及び一般管理費 4,027,454 3,832,655

営業利益又は営業損失（△） 32,903 △183,572

営業外収益   

受取利息 1,736 1,604

受取配当金 595 476

受取手数料 13,473 12,794

貸倒引当金戻入額 － 117,909

その他 9,305 9,239

営業外収益合計 25,110 142,024

営業外費用   

支払利息 94,497 28,232

その他 14,444 6,452

営業外費用合計 108,942 34,684

経常損失（△） △50,928 △76,233

特別利益   

過年度損益修正益 6,358 －

受取補償金 525 2,039

その他 2,578 －

特別利益合計 9,461 2,039

特別損失   

固定資産除却損 6,846 37,776

災害による損失 4,112 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 394,646 －

その他 2,273 －

特別損失合計 407,878 37,776

税引前四半期純損失（△） △449,345 △111,969

法人税等 68,665 39,765

四半期純損失（△） △518,010 △151,735
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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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △449,345 △111,969

減価償却費 109,716 93,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 △141,264

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,143 △94,700

受取利息 △1,736 △1,604

受取配当金 △595 △476

支払利息 94,497 28,232

固定資産除却損 6,846 37,776

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 394,646 －

売上債権の増減額（△は増加） △89,555 △13,142

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,432 145,371

仕入債務の増減額（△は減少） 160,381 △117,626

未払又は未収消費税等の増減額 △58,908 73,243

その他 136,316 170,084

小計 187,718 66,922

利息及び配当金の受取額 2,400 2,072

利息の支払額 △94,496 △26,131

確定拠出年金移換金支払額 △2,881 △2,505

法人税等の支払額 △89,438 △84,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,303 △44,151

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 400,000 －

有形固定資産の取得による支出 △38,045 △56,678

無形固定資産の取得による支出 △9,900 △26,947

固定資産の除却による支出 △12,954 △24,961

投資有価証券の取得による支出 △532 △516

敷金及び保証金の差入による支出 △85,175 △14,867

敷金及び保証金の回収による収入 221,804 223,043

貸付金の回収による収入 2,182 417

投資活動によるキャッシュ・フロー 477,378 99,488

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △542,429 △91,126

自己株式の取得による支出 △5 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △542,434 △91,139

現金及び現金同等物に係る換算差額 △786 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,538 △35,802

現金及び現金同等物の期首残高 769,363 481,566

現金及び現金同等物の四半期末残高 706,824 445,763
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 当社は、７期連続して営業損失及び経常損失を計上し、当第２四半期累計期間において、営業損失１億83百万円、

経常損失76百万円、四半期純損失１億51百万円を計上した結果、平成24年８月末日現在で、１億94百万円の債務超過

となっております。また、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社との「金銭準消費貸

借契約書」及びのぞみ債権回収株式会社との「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」に基づく借入金の返済

期限が平成25年３月29日に到来予定であるところ、返済期日までの営業収益のみでは期限日での返済が困難な状況に

ある事により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消するため、「平成25年２月期事業計画」を策定し、これに基づく以下の対応策を実施して

まいります。 

  

(1)営業損益の改善 

 ①全社方針 

取引先メーカー各社の協力による独自商品の展開や新たな商品施策に基づく仕入条件の改定による売上総利益率

の改善、業務改革の徹底による作業効率の改善により、全社の収益向上を図ります。また、Ｅコマース事業、楽器

事業など成長が見込まれる分野においては、経営資源を集中させて事業の拡大を図ります。 

 ②ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業 

音楽・映像ソフト販売部門であるＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業部では、商品の発注管理、在庫管理、店舗配分など

における商品運用フローを再構築し、より効率的で顧客ニーズに対応できる在庫管理を実現させます。また代表

取締役社長が自ら事業部長を兼任することで、迅速な営業施策の推進を行ってまいります。 

ＳＨＩＮＳＥＩＤＯ事業部の基本方針は前事業年度に引続き「３適」（「適正規模」、「適正分配率」、「適

正在庫」）の実現と、「売場」から「楽場」（＝「出会い」「発見」「体験」できる場）への転換です。 

「３適」につきましては、音楽・映像ソフト専門店を、当社としての適正規模である50～70坪へ順次面積の縮

小を進め販売効率を向上させます。取引先メーカー各社の協力による独自商品の展開や新たな商品施策に基づく

仕入条件の改定による売上総利益率の改善と、業務プロセスの見直しによる人件費の比率の低減と賃貸条件の改

定による賃借料の低減を通じて、労働分配率及び物件費分配率の向上を図り、収益力を強化します。また、取引

先メーカー各社の協力を得ながら、受託販売商品の取り扱いの拡大を進め、専門店として適正な在庫量の確保を

図ります。 

「売場」から「楽場」への転換については、当社がテナント出店するショッピングセンターにおいて、取引先

メーカーやデベロッパーと協働してイベントを開催し、音楽との接点を増やすことによって、販売機会の増加・

売上高の維持・拡大を図ります。 

 ③楽器事業 

商品管理システムを導入して、適切な在庫管理と販売機会ロスの削減により、販売効率と在庫効率を向上させ

ます。また自社ブランド商品の展開を拡大することで前事業年度に引続き、事業部の売上総利益率のさらなる向

上を図ります。 

 ④Ｅコマース事業 

Ｅコマースサイトは、ＥＣ販売システムの全面リニューアルを完了し、７月19日にサイトのリニューアルオー

プンをしました。新システムの稼働によって更なる多くの顧客サービス向上とシステム稼働の安定化、さらには

ソフト以外の音楽関連商材の取り扱いを拡大し、売上向上を図ります。 

 ⑤モバイル事業 

平成24年８月末現在12店舗体制となりましたモバイルプラス店舗(スマートフォンの取扱店）については、競

合環境が激化する中、店長及びスタッフのスキルアップと人材育成を行い多様化する商品に対する接客力の向上

に注力し、着実に利益を獲得する体質の構築に努め、安定成長を図ります。 

 ⑥管理本部 

前事業年度に引き続き、本社コストの圧縮を図ります。 

  

(2)借入金の返済 

 当社は、平成25年３月29日に借入金82億75百万円（返済期日時点の予定残高）の返済期限が到来する予定でありま

すが、その対応方法につきましては、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社及びのぞ

み債権回収株式会社と協議をしております。 

  

 以上の収益構造改革を継続して注力するとともに、確実な企業再生に向けて関係者と協議を進めてまいりますが、

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、強力新譜の有無の影

響が大きく左右し、計画通りに進捗できない可能性があり、また、借入金返済に関しては、債権者の 終的な意思表

明が行われていないことから、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。 

  

 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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