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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3月期第2四半期 8,308 △14.8 △61 ― △61 ― △70 ―
24年3月期第2四半期 9,747 35.5 24 △49.7 68 43.7 5 △83.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △109百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △98百万円 （―％）

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3月期第2四半期 △14.96 ―
24年3月期第2四半期 1.09 ―

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

25年3月期第2四半期 7,503 3,665 48.8 773.38
24年3月期 8,605 3,822 44.4 806.08

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,663百万円 24年3月期  3,818百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 17,500 △13.6 △50 ― △40 ― △50 ― △10.55



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料Ｐ.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）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。 

(4) 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 
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財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.業績予想に関する事項につきましては、平成２４年１１月８日公表の「平成２５年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関す
るお知らせ」をご参照ください。 
２.本資料に記載されている業績見通し等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、実際の
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。業績予想の前提となる条件等については、「添付資料」Ｐ.３「１.当四半期決算に関する定性的情報
（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 5,257,950 株 24年3月期 5,257,950 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 520,346 株 24年3月期 520,346 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,737,604 株 24年3月期2Q 4,778,175 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要により景気は緩やかに回復しつつある

ものの、デフレや長引く円高に伴う国内企業の収益に対する影響による失業、倒産の増加、さらに欧州を中心とした

世界景気の下振れ懸念など、経済の先行き不透明感から個人消費市場は依然として厳しい状況で推移しました。 

当社グループの事業領域のうち、映像ソフト市場におきましては、ロンドンオリンピック開催によるＤＶＤレンタ

ルへの影響が少なからずあったことと、ＤＶＤからブルーレイディスクへのシフトが思うように進まないことなどか

ら映像ソフト全体の生産高は前年を下回りました。 

音楽ソフト市場におきましては、Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎやコブクロ等の大物アーティストのベスト盤のヒットに

よりＣＤアルバムの売上高は堅調に推移したものの、好調にヒットを続けてきたＡＫＢ４８とその関連アーティスト

の発売タイトル数の減少によりＣＤシングルの売上高はやや減少し、ＣＤ市場全体としては、厳しい状況で推移しま

した。 

コンシューマーゲーム市場におきましては、ｉＰｈｏｎｅ、スマートフォン等の普及に伴う携帯端末向けの配信型

のゲームソフトの台頭により、ソニーコンピューターエンタテインメントの「Ｐｌａｙ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｖｉｔ

ａ」、任天堂の「３ＤＳ」等主力のゲーム機が通信機能を備え、ダウンロード型のソフトにシフトするなか、ゲーム

機本体とともにパッケージソフトの販売市場は厳しい状態で推移しました。 

このような環境のもと、映像ソフト市場におけるシェアの拡大と売上総利益率の改善に加え、グループ全体の業務

効率の向上による経費の削減に努めてまいりましたが、映像ソフトの売上高が計画を下回ったことと、ヒット作の不

足によるゲームソフトの売上高の減少等により、売上高、利益面ともに厳しい結果となりました。 

以上の結果、売上高は8,308百万円（前年同期比14.8％減）となり前年同期を大幅に下回りました。経費面におい

ても業務の効率化等を行い経費削減に努めたものの、売上高の減少を補うまでには至らず、営業損失は61百万円（前

年同期の営業利益は24百万円）、経常損失は61百万円（前年同期の経常利益は68百万円）、四半期純損失は70百万円

（前年同期の四半期純利益は5百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。 

①卸売事業 

ａ．音楽映像ソフト 

当部門の売上高は、音楽ソフト市場においてはＣＤアルバムが比較的好調であったものの、ＣＤシングルの減少

と映像ソフト市場の減少の影響が大きく6,353百万円（前年同期比12.7％減）となりました。 

ｂ．コンシューマーゲーム 

当部門の売上高は、ゲームソフトにおけるヒット作の減少等により、796百万円（前年同期比32.6％減）となり

ました。 

ｃ．関連商品 

当部門の売上高は、記録メディアの売上の減少の影響等により、285百万円（前年同期比16.4％減）となりまし

た。 

ｄ．その他 

当部門の売上高は、ゲームソフト、音楽映像ソフトメーカーの物流受託業務を行うＴＰＬ事業において、一部取

引先の減少があったものの、その他の売上が比較的堅調であったため、316百万円（前年同期比100％）となりまし

た。 

以上により、卸売事業全体の売上高は、前年同期比14.9％減の7,752百万円となりました。  

②小売事業 

当部門の売上高は、当社直営の既存店舗の売上高が減少しており、555百万円（前年同期比12.3％減）となりま

した。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は7,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,102百万円の減少と

なりました。また、純資産の残高は3,665百万円となり、前連結会計年度末に比べ156百万円の減少となりました。 

（資産） 

流動資産においては、前連結会計年度末に比べ1,055百万円減少した4,029百万円となりました。主な要因は、受取

手形及び売掛金の減少とたな卸資産の減少によるものです。 

固定資産においては、前連結会計年度末に比べ46百万円減少した3,473百万円となりました。主な要因は、株価の

下落に伴う投資有価証券の減少によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（負債） 

流動負債においては、前連結会計年度末に比べ842百万円減少した2,773百万円となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金の減少によるものです。 

固定負債においては、前連結会計年度末に比べ103百万円減少した1,063百万円となりました。主な要因は、長期借

入金の返済によるものです。 

（純資産） 

純資産においては、前連結会計年度末に比べ156百万円減少した3,665百万円となりました。主な要因は、四半期純

損失を計上したことと株価の低迷による、その他有価証券評価差額金の減少によるものです。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想に関する事項につきましては、平成24年11月８日公表の「平成25年３月期第２四半期累計期間業績予想と

の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

当該変更による、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽  

微であります。 

   

   

該当事項はありません。   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,012,606 854,339 

受取手形及び売掛金 2,172,896 1,821,924 

有価証券 271 317 

たな卸資産 1,731,430 1,195,189 

その他 176,607 164,556 

貸倒引当金 △8,678 △7,088 

流動資産合計 5,085,133 4,029,239 

固定資産   

有形固定資産 707,563 700,952 

無形固定資産   

のれん 112,928 76,908 

その他 158,244 151,478 

無形固定資産合計 271,172 228,387 

投資その他の資産   

投資有価証券 971,197 928,849 

敷金及び保証金 1,001,439 1,001,383 

その他 574,436 621,725 

貸倒引当金 △5,707 △7,357 

投資その他の資産合計 2,541,366 2,544,601 

固定資産合計 3,520,102 3,473,941 

資産合計 8,605,235 7,503,180 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,015,085 2,153,725 

短期借入金 － 100,000 

未払法人税等 132,305 36,438 

賞与引当金 47,658 46,642 

その他 420,861 437,017 

流動負債合計 3,615,911 2,773,824 

固定負債   

社債 142,400 128,000 

長期借入金 560,898 467,944 

役員退職慰労引当金 291,346 300,442 

その他 172,606 167,324 

固定負債合計 1,167,250 1,063,710 

負債合計 4,783,162 3,837,535 

純資産の部   

株主資本   

資本金 598,510 598,510 

資本剰余金 545,000 545,000 

利益剰余金 3,007,230 2,889,001 

自己株式 △142,231 △142,231 

株主資本合計 4,008,510 3,890,281 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,220 15,504 

土地再評価差額金 △241,827 △241,827 

その他の包括利益累計額合計 △189,606 △226,322 

少数株主持分 3,169 1,686 

純資産合計 3,822,073 3,665,645 

負債純資産合計 8,605,235 7,503,180 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,747,684 8,308,027 

売上原価 8,609,720 7,355,779 

売上総利益 1,137,963 952,248 

販売費及び一般管理費 1,113,723 1,013,414 

営業利益又は営業損失（△） 24,240 △61,165 

営業外収益   

受取利息 2,156 1,961 

有価証券売却益 51,486 － 

受取手数料 3,350 4,807 

その他 4,170 4,888 

営業外収益合計 61,164 11,657 

営業外費用   

支払利息 8,368 5,457 

為替差損 5,898 4,859 

その他 2,824 1,423 

営業外費用合計 17,091 11,739 

経常利益又は経常損失（△） 68,313 △61,248 

特別利益   

保険解約返戻金 17,902 1,317 

その他 2,601 － 

特別利益合計 20,504 1,317 

特別損失   

投資有価証券評価損 32,179 411 

その他 247 36 

特別損失合計 32,426 447 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

56,391 △60,379 

法人税、住民税及び事業税 63,900 33,982 

法人税等調整額 △11,712 △22,025 

法人税等合計 52,188 11,957 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

4,203 △72,336 

少数株主損失（△） △1,012 △1,483 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,215 △70,853 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

4,203 △72,336 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △102,624 △36,715 

その他の包括利益合計 △102,624 △36,715 

四半期包括利益 △98,421 △109,052 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △97,408 △107,569 

少数株主に係る四半期包括利益 △1,012 △1,483 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

56,391 △60,379 

減価償却費 22,491 21,769 

のれん償却額 44,910 36,019 

投資有価証券評価損益（△は益） 32,179 411 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,602 9,095 

賞与引当金の増減額（△は減少） 598 △1,016 

有価証券売却損益（△は益） △51,486 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △2,601 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,244 59 

受取利息及び受取配当金 △4,401 △4,047 

支払利息 8,368 5,457 

為替差損益（△は益） 2,127 2,352 

固定資産除却損 247 36 

売上債権の増減額（△は増加） 404,148 350,972 

たな卸資産の増減額（△は増加） 344,090 536,241 

その他の資産の増減額（△は増加） 12,086 △657 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △12,347 △2,220 

仕入債務の増減額（△は減少） △552,513 △861,359 

未払消費税等の増減額（△は減少） 38,311 80,122 

その他の負債の増減額（△は減少） △38,713 △37,646 

預り保証金の増減額（△は減少） 6,004 △5,280 

差入保証金の増減額（△は増加） 15,000 － 

小計 332,248 69,928 

利息及び配当金の受取額 4,387 3,742 

利息の支払額 △8,357 △5,494 

法人税等の支払額 △46,460 △127,829 

営業活動によるキャッシュ・フロー 281,817 △59,652 



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,806 △4,800 

定期預金の払戻による収入 30,000 30,036 

有形固定資産の取得による支出 △10,344 △6,664 

長期前払費用の取得による支出 △246 △113 

無形固定資産の取得による支出 △27,835 △3,330 

事業譲受による支出 △118,708 － 

投資有価証券の取得による支出 △29,470 △12,885 

投資有価証券の売却による収入 147,876 － 

貸付けによる支出 △60 △40 

貸付金の回収による収入 20,395 325 

敷金の回収による収入 12,457 － 

敷金の差入による支出 △180 △2 

保険積立金の解約による収入 21,863 2,816 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △10,784 △11,861 

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,158 △6,519 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 100,000 

長期借入金の返済による支出 △107,112 △92,832 

社債の償還による支出 △14,400 △14,400 

自己株式の取得による支出 △29,678 － 

配当金の支払額 △48,783 △47,227 

財務活動によるキャッシュ・フロー 26 △54,459 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,127 △2,352 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 309,874 △122,984 

現金及び現金同等物の期首残高 956,231 830,163 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,266,106 707,179 



  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（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

（６）セグメント情報等

  
卸売事業 

（千円） 

小売事業 

（千円） 
合計（千円） 

売上高       

  外部顧客への売上高  9,113,632  634,052  9,747,684

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －

計  9,133,632  634,052  9,747,684

セグメント利益又は損失(△)  244,021  △29,613  214,407

      利益       金額(千円) 

報告セグメント計  214,407

 セグメント間取引消去  －

 のれんの償却額  △6,116

 全社費用(注)  △184,050

四半期連結損益計算書の営

業利益 
 24,240



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

  
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

    該当事項はありません。  

  
卸売事業 

（千円） 

小売事業 

（千円） 
合計（千円） 

売上高       

  外部顧客への売上高       7,752,068      555,959     8,308,027

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
   －      －     －

計     7,752,068    555,959    8,308,027

セグメント利益又は損失(△)     191,688    △66,425    125,262

      利益       金額(千円) 

報告セグメント計     125,262

 セグメント間取引消去  －

 のれんの償却額    △3,058

 全社費用(注)     △183,370

四半期連結損益計算書の営

業損失(△)  
   △61,165

（７）重要な後発事象
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