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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 103,190 ― 567 ― 2,218 ― 1,368 ―
20年3月期第3四半期 101,116 6.9 184 △65.6 1,938 60.8 △587 ―

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3四半期 68.69 ―
20年3月期第3四半期 △27.54 ―

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3四半期 50,200 12,386 24.7 622.36
20年3月期 46,521 11,553 24.5 560.48

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,377百万円 20年3月期  11,413百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 138,000 0.2 750 △5.0 3,000 △3.4 1,500 ― 76.35

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）  有  

(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、３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） 

（注）詳細は、３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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 2 社 （社名
株式会社ＷＡＶＥ・株式会社イーネット・ジャパ
ン

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  20,462,408株 20年3月期  21,662,408株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  575,126株 20年3月期  1,299,730株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  19,920,797株 20年3月期第3四半期  21,339,862株



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

当社グループの販売状況につきましては、薄型テレビを中心としたデジタルＡＶ機器、白物家電の売上が堅調

に推移し、携帯電話販売事業につきましても、国内出荷台数が依然として落ち込む中、独自の販売施策等により、

当初計画の販売台数を達成することができました。

　以上により、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、第２四半期連結会計期間に㈱ＷＡＶＥが

連結から外れたことによる売上高の減少があったにもかかわらず、1,031億90百万円と増収を確保いたしました。

収益の状況につきましては、国内の雇用状況が悪化している中、当社グループは優秀な人材獲得のチャンスと

とらえ、積極的な採用を精力的に実施しており、このための人件費増が減益要因となっておりますが、将来に対

する投資と考えております。また、携帯電話事業が堅調に推移していることと、ｅコマース事業の収益構造の改

善が進んだことが増益要因となりました。

　以上により、当社グループの当第３四半期連結累計期間の営業利益は５億67百万円、経常利益は22億18百万円

となり、増益を確保いたしました。

四半期純利益につきましても、13億68百万円となり、第２四半期連結累計期間に引き続き増益を確保しており

ます。

　

２．連結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

当第３四半期連結会計期間末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ、36億78百万円増加し、502億円となりま

した。

　主な要因は、現金及び預金の増加20億46百万円及び、営業未収入金の増加６億36百万円、土地の取得による増

加６億21百万円によるものであります。

　負債額は、前連結会計年度末に比べ、28億44百万円増加し、378億13百万円となりました。

　主な要因は、買掛金の増加57億54百万円、短期借入金の返済による減少14億４百万円、負ののれんの償却によ

る減少９億５百万円等によるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ、８億33百万円増加し、123億86百万円となりました。

　主な要因は、自己株式の取得３億82百万円及び、配当金の支払による利益剰余金の減少２億40百万円等による

減少があったものの、四半期純利益を13億68百万円計上したためであります。

 

　（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結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、有形固定資産の取得に

よる支出16億58百万円、たな卸資産の増加23億81百万円、自己株式の取得による支出３億82百万円、敷金及び保

証金の差入による支出３億44百万円等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益19億21百万円を計

上し、仕入債務の増加62億55百万円、有価証券の償還による収入及び投資有価証券の売却による収入２億27百万

円、及び減価償却費７億84百万円の計上により、前連結会計年度末に比べ25億52百万円増加し、51億40百万円と

なりました。

　当第３四半期連結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）

営業活動の結果獲得した資金は39億90百万円となりました。

　これは主に、たな卸資産の増加23億81百万円等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益19億21

百万円を計上し、仕入債務の増加62億55百万円、減価償却費７億84百万円の計上等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）

投資活動の結果使用した資金は12億33百万円となりました。

　これは主に、定期預金の払戻による収入６億６百万円、有価証券の償還による収入及び投資有価証券の売却に

よる収入２億27百万円があったものの、新規出店、店舗改装等による有形固定資産の取得による支出16億58百万

円、敷金及び保証金の差入による支出３億44百万円等の支出要因が発生したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は２億４百万円となりました。

　これは主に、長期借入れによる収入23億円があったものの、配当金の支払額２億42百万円、自己株式の取得に

よる支出３億82百万円、長期借入金の返済による支出18億54百万円等の支出要因が発生したためであります。

 



３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年10月21日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

 

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）

①第１四半期連結会計期間末において当社の連結子会社であった㈱ＷＡＶＥは、平成20年８月31日付で当社が所

有する株式の一部を売却したことにより、連結の範囲から除外しております。

②平成20年10月１日付で、㈱ノジマを存続会社とする吸収合併により、連結子会社であった㈱イーネット・ジャ

パンは解散しました。

 

（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

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額を期間按分して算定する方法によっ

ております。　

（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

①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。

　②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益への影響はありません。

　　　



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,236,508 3,189,579

売掛金 8,472,079 8,598,849

有価証券 230,000 99,693

商品 15,709,773 14,398,174

営業未収入金 3,029,744 2,392,894

繰延税金資産 105,051 107,386

その他 750,740 517,518

貸倒引当金 △21,028 △35,523

流動資産合計 33,512,869 29,268,572

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,355,664 4,544,520

工具、器具及び備品（純額） 1,032,164 1,235,471

土地 3,549,491 2,933,056

その他（純額） 31,488 22,577

有形固定資産合計 8,968,808 8,735,627

無形固定資産   

ソフトウエア 300,365 406,376

のれん 137,012 49,208

その他 11,483 11,919

無形固定資産合計 448,861 467,504

投資その他の資産   

投資有価証券 783,518 1,252,096

敷金及び保証金 5,752,324 5,973,451

繰延税金資産 271,917 259,623

その他 521,589 590,523

貸倒引当金 △59,608 △25,587

投資その他の資産合計 7,269,742 8,050,106

固定資産合計 16,687,411 17,253,238

資産合計 50,200,281 46,521,811



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

買掛金 18,286,268 12,532,234

短期借入金 727,001 2,132,000

1年内返済予定の長期借入金 2,462,430 3,025,338

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 3,341,769 3,600,597

未払法人税等 183,070 668,676

その他の引当金 － 58,453

その他 964,672 1,166,973

流動負債合計 25,985,211 23,204,274

固定負債   

社債 － 20,000

長期借入金 5,225,086 4,217,074

販売商品保証引当金 1,018,823 855,227

役員退職慰労引当金 141,137 141,034

退職給付引当金 917,747 969,743

負ののれん 3,753,614 4,658,780

その他 771,899 902,462

固定負債合計 11,828,309 11,764,322

負債合計 37,813,520 34,968,597

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,323,175 4,323,175

資本剰余金 4,715,915 4,738,158

利益剰余金 3,515,510 2,827,904

自己株式 △190,155 △493,568

株主資本合計 12,364,445 11,395,669

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,661 17,338

評価・換算差額等合計 12,661 17,338

新株予約権 2,453 －

少数株主持分 7,199 140,206

純資産合計 12,386,760 11,553,214

負債純資産合計 50,200,281 46,521,811



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 103,190,487

売上原価 84,516,387

売上総利益 18,674,099

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 2,946,147

貸倒引当金繰入額 10,181

給料手当及び賞与 5,760,540

賞与引当金繰入額 15,975

役員退職慰労引当金繰入額 3,219

退職給付引当金繰入額 102,588

地代家賃 3,286,411

減価償却費 739,531

その他 5,242,395

販売費及び一般管理費合計 18,106,991

営業利益 567,107

営業外収益  

受取利息 25,332

仕入割引 791,235

負ののれん償却額 905,166

その他 124,884

営業外収益合計 1,846,618

営業外費用  

支払利息 146,523

社債利息 343

貸倒引当金繰入額 27,592

その他 21,235

営業外費用合計 195,694

経常利益 2,218,031

特別利益  

投資有価証券売却益 324

貸倒引当金戻入額 12,697

固定資産売却益 30,258

子会社株式売却益 121,436

年金脱退損失引当金戻入益 126,750

その他 21,281

特別利益合計 312,747



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

特別損失  

固定資産除却損 147,163

投資有価証券売却損 79,622

投資有価証券評価損 64,071

たな卸資産評価損 163,167

減損損失 97,536

補助金返還損 17,946

その他 39,457

特別損失合計 608,966

税金等調整前四半期純利益 1,921,812

法人税、住民税及び事業税 594,445

法人税等調整額 △6,998

法人税等合計 587,447

少数株主損失（△） △33,939

四半期純利益 1,368,304



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 35,145,632

売上原価 28,710,521

売上総利益 6,435,110

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 921,018

貸倒引当金繰入額 3,610

給料手当及び賞与 1,788,331

役員退職慰労引当金繰入額 1,264

退職給付引当金繰入額 35,000

地代家賃 1,014,028

減価償却費 243,225

その他 1,664,632

販売費及び一般管理費合計 5,671,113

営業利益 763,997

営業外収益  

受取利息 9,309

仕入割引 279,117

負ののれん償却額 301,722

その他 35,245

営業外収益合計 625,394

営業外費用  

支払利息 46,246

社債利息 102

その他 8,815

営業外費用合計 55,164

経常利益 1,334,227

特別利益  

投資有価証券売却益 8

貸倒引当金戻入額 2,750

特別利益合計 2,758

特別損失  

固定資産除却損 12,420

投資有価証券売却損 78,955

投資有価証券評価損 49,944

減損損失 8,700

その他 3,688

特別損失合計 153,708

税金等調整前四半期純利益 1,183,276

法人税、住民税及び事業税 191,294

法人税等調整額 △15,397



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

法人税等合計 175,896

少数株主利益 308

四半期純利益 1,007,072



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,921,812

減価償却費 784,577

減損損失 97,536

のれん償却額 14,284

負ののれん償却額 △905,166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,170

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,524

販売商品保証引当金の増減額（△は減少） 163,596

年金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △126,750

受取利息及び受取配当金 △40,865

支払利息 146,523

有形固定資産売却損益（△は益） △30,258

有形固定資産除却損 147,163

投資有価証券売却損益（△は益） 79,297

投資有価証券評価損益（△は益） 64,071

子会社株式売却損益（△は益） △121,436

売上債権の増減額（△は増加） 84,284

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,381,075

仕入債務の増減額（△は減少） 6,255,295

その他 △1,113,364

小計 5,117,447

利息及び配当金の受取額 42,825

利息の支払額 △118,791

法人税等の支払額 △1,050,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,990,489

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 △101,348

定期預金の払戻による収入 606,585

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,658,041

有形固定資産の売却による収入 35,450

無形固定資産の取得による支出 △78,758

投資有価証券の取得による支出 △41,700

投資有価証券の売却による収入 127,803

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

△63,801

敷金及び保証金の差入による支出 △344,672

敷金及び保証金の償還による収入 174,028

貸付金の回収による収入 5,676



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

その他 5,295

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233,482

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） △4,999

長期借入れによる収入 2,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,854,896

社債の償還による支出 △20,000

自己株式の取得による支出 △382,516

配当金の支払額 △242,396

財務活動によるキャッシュ・フロー △204,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,552,165

現金及び現金同等物の期首残高 2,588,274

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,140,439



　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）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額は、

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるため、記

載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、当第３四半期連結累計期間において、平成20年５月15日の取締役会決議に基づき、自己株式715,000株

を303,160千円で取得し、平成20年５月15日の取締役会決議に基づき、平成20年６月２日に、自己株式1,200,000

株を474,542千円で消却しております。また、平成20年８月31日付で㈱ＷＡＶＥの株式を一部売却し連結の範囲か

ら除外したことにより、利益剰余金が33,887千円増加しております。また、平成20年10月１日付で、自己株式

534,306株を211,387千円で㈱イーネット・ジャパンとの合併による株式の割当に充当しております。また、平成

20年11月13日の取締役会決議に基づき、平成20年11月19日から平成20年12月31日に、自己株式292,900株を78,511

千円で取得しております。

　上記理由に加え、剰余金の配当240,043千円、四半期純利益の計上1,368,304千円により当第３四半期連結会計

期間末において、利益剰余金が687,606千円増加し3,515,510千円となり、自己株式が303,413千円減少し190,155

千円となりました。



６．その他の情報

　　該当事項はありません。

 



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  101,116,953 100.0

Ⅱ　売上原価  83,201,145 82.3

売上総利益  17,915,808 17.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  17,731,504 17.5

営業利益  184,304 0.2

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 38,906   

２．仕入割引 766,866   

３．負ののれん償却額 915,224   

４．その他 252,689 1,973,686 2.0

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 194,001   

２．社債利息 3,350   

３．その他 21,951 219,302 0.2

経常利益  1,938,688 1.9

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 840   

２．賃貸借解約補償金 35,000   

３．その他 10,987 46,827 0.1

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除売却損 69,299   

２．投資有価証券売却損 20,372   

３．投資有価証券評価損 67,326   

４．減損損失 1,172,921   

５．その他 276,610 1,606,530 1.6

税金等調整前
四半期純利益

 378,985 0.4

法人税、住民税及び事業税 540,167   

法人税等調整額 545,814 1,085,982 1.1

少数株主損失（△）  △119,386 △0.1

四半期純損失（△）  △587,610 △0.6



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整四半期純利益 378,985

減価償却費 1,031,056

減損損失 1,172,921

のれん償却額 174,116

負ののれん償却額 △915,224

支払利息 186,323

売上債権の増減額（△は増加） △1,415,574

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,771,671

仕入債務の増減額(△は減少) 6,718,611

その他 285,032

小計 2,844,579

利息及び配当金の受取額 82,593

利息の支払額 △198,268

法人税等の支払額 △700,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,028,863

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 300,000

貸付けによる支出 △374,011

貸付金の回収による収入 377,122

有形固定資産の取得による支出 △1,088,327

敷金及び保証金の差入による支出 △524,673

その他 161,643

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,148,246

Ⅲ　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） △2,356,300

長期借入による収入 280,000

長期借入金の返済による支出 △2,301,912

社債の償還による支出 △20,000

配当金の支払額 △264,689

その他 △425,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,088,232



前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,207,615

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 10,775,999

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 6,568,384



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額は、

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるため、記

載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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