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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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1. 平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

 (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 ％

21年３月期第２四半期 15,680 ― 87 ― 238 ― 117 ―

20年３月期第２四半期 11,521 ― 208 ― 219 ― 202 ―

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

21年３月期第２四半期 87 00 ― ―
20年３月期第２四半期 150 12 ― ―

 (2) 連結財政状態

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

21年３月期第２四半期 12,865 3,632 27.9 2,653 68

20年３月期 12,640 3,558 27.8 2,600 13

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 3,586百万円 20年３月期 3,513百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 20年３月期 ― 30 00 ― 30 00 60 00

 21年３月期 ― 30 00 ― ― ―

 21年３月期(予想) ― ― ― 30 00 60 00

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）            (％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 34,320 18.2 350 △27.1 524 2.7 246 52.8 182 03
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  [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  当連結会計年度より「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、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  [(注) 詳細は、４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) 四半期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（四半期連結財務諸表作成
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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年３月期第２四半期 1,351,600株 20年３月期 1,351,600株

21年３月期第２四半期 261株 20年３月期 201株

21年３月期第２四半期 1,351,397株 20年３月期第２四半期 1,351,520株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の深刻化や世界同時
株安、急激な円高などにより、先行きの不透明感は色濃いものとなり、消費者心理が大幅に悪化し、景気
の減速感が明確になる展開となりました。 
 当社グループの中心事業であるパソコン市場は、ウルトラモバイルＰＣなどの人気の高まりはあったも
のの国内出荷実績は、台数ベースでも前年を下回る結果（93.9％）となりました。（出典：JEITA『パー
ソナルコンピュータ国内出荷実績』） 
 このような環境の中で、当社グループは、「商品力」・「サービス力」・「企画力」に特に力を入れ、
他社との差別化を図り、新規顧客獲得を推進いたしました。 
 事業別の具体的取り組みと売上高につきましては、パソコン関連事業は、ウルトラモバイルＰＣの需要
に合わせ、ブロードバンドの提案の幅を広げ、単価下落に対し、利益の確保に努めました。また、オリン
ピック需要にあわせ、デジタル家電商品を強化し、特に大型液晶テレビの販売に注力しました。テレビゲ
ームにおいては、第1四半期よりアプライド店舗内へのインショップ展開により若年層の顧客層の取り込
みを行っております。法人部門においては、今期５営業所を新たに開設し、グループ全体の商品・サービ
スの提案の強化を図っております。こうした取り組みの結果、パソコン関連事業の売上高は、154億72百
万円となりました。 
 業務受託関連事業においては、企画・広告代理業に注力し、売上高１億21百万円となりました。 
 出版・ブライダル関連事業においては、別冊MOOK本の出版販売の強化を図るとともに、ブライダルカウ
ンターの斡旋拡大を行い、売上高85百万円となりました。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高156億80百万円、営業利益87百万円、経常利
益２億38百万円、四半期純利益１億17百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２億25百万円増加し128億65
百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加３億36百万円によるものです。 
 負債の部は、前連結会計年度末に比べ１億51百万円増加し92億33百万円となりました。これは主に短期
借入金の増加３億円によるものです。 
 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ74百万円増加し36億32百万円となりました。これは主に利益剰
余金の増加77百万円によるものです。 
 この結果、自己資本比率は27.9％となりました。 

  

第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成21年３月期通期の連結業績予想の見直しを
行った結果、平成21年３月期通期連結業績予想を修正しております。なお、業績予想の具体的修正内容
は、本日発表の「平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・
個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

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、連結会計年度に係る減価償却費の見積額を期間按分して 
  算定する方法によっております。 
  

①「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、「四半期連結 
    財務諸表規則」に従い四半期連結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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基 

    準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げ 
    の方法)に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四 
    半期純利益が8,806千円減少しております。 
③「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19 

    年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計 
    基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号) 
    を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資 
  産として計上しております。また、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 
  の減価償却の方法については、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、リース取引開始日がリース会計基準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 
  を適用しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,735,233 1,912,483 

受取手形及び売掛金 1,389,487 1,427,432 

商品及び製品 3,083,704 2,834,761 

仕掛品 3,941 1,198 

原材料及び貯蔵品 111,649 26,404 

その他 428,379 409,012 

貸倒引当金 △18,641 △16,217 

流動資産合計 6,733,754 6,595,076 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,689,670 3,715,951 

減価償却累計額 △1,784,284 △1,732,840 

建物及び構築物（純額） 1,905,386 1,983,110 

土地 2,129,176 2,129,176 

その他 726,372 604,473 

減価償却累計額 △499,817 △509,572 

その他（純額） 226,555 94,900 

有形固定資産合計 4,261,118 4,207,188 

無形固定資産 

のれん 13,304 13,940 

その他 39,365 52,133 

無形固定資産合計 52,669 66,073 

投資その他の資産 

敷金及び保証金 1,396,873 1,447,427 

その他 432,916 352,736 

貸倒引当金 △12,051 △28,352 

投資その他の資産合計 1,817,738 1,771,810 

固定資産合計 6,131,526 6,045,072 

資産合計 12,865,281 12,640,148 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,472,175 2,347,628 

短期借入金 1,400,000 1,100,000 

1年内返済予定の長期借入金 523,008 586,428 

未払法人税等 106,143 121,379 

賞与引当金 246,391 232,154 

製品保証引当金 1,726 3,862 

ポイント引当金 76,669 81,771 

その他 788,581 787,960 

流動負債合計 5,614,695 5,261,184 

固定負債 

長期借入金 2,601,684 2,859,618 

長期未払金 404,200 425,800 

退職給付引当金 253,859 244,518 

負ののれん 236,136 265,608 

その他 122,447 25,221 

固定負債合計 3,618,327 3,820,765 

負債合計 9,233,023 9,081,950 

純資産の部 

株主資本 

資本金 381,734 381,734 

資本剰余金 403,678 403,678 

利益剰余金 2,812,115 2,735,083 

自己株式 △500 △425 

株主資本合計 3,597,028 3,520,070 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △11,000 △6,257 

評価・換算差額等合計 △11,000 △6,257 

少数株主持分 46,231 44,385 

純資産合計 3,632,258 3,558,198 

負債純資産合計 12,865,281 12,640,148 
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(2) 【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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 15,680,351 

売上原価 11,933,523 

売上総利益 3,746,828 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 398,085 

ポイント引当金繰入額 79,291 

給料及び手当 991,120 

賞与引当金繰入額 213,992 

賃借料 511,030 

その他 1,466,163 

販売費及び一般管理費合計 3,659,683 

営業利益 87,144 

営業外収益 

受取利息 8,299 

受取補償金 29,000 

為替差益 52,124 

負ののれん償却額 29,472 

その他 86,815 

営業外収益合計 205,711 

営業外費用 

支払利息 43,394 

その他 10,696 

営業外費用合計 54,091 

経常利益 238,765 

特別損失 

固定資産除却損 16,944 

たな卸資産評価損 8,806 

特別損失合計 25,751 

税金等調整前四半期純利益 213,013 

法人税、住民税及び事業税 91,274 

法人税等調整額 2,117 

法人税等合計 93,392 

少数株主利益 2,047 

四半期純利益 117,574 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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(要約)前中間連結損益計算書 
                                   (単位:千円) 

「参考」

区  分

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

金額

Ⅰ 売上高 11,521,210

Ⅱ 売上原価 8,749,878

   売上総利益 2,771,332

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,562,700

   営業利益 208,631

Ⅳ 営業外収益 54,519

Ⅴ 営業外費用 43,831

   経常利益 219,319

Ⅵ 特別利益 35,134

Ⅶ 特別損失 ―

   税金等調整前 
   中間純利益

254,454

   税金費用 50,992

   少数株主利益 571

   四半期純利益 202,889
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