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　前連結会計年度は決算期を変更し９か月の変則決算となったため、前第１四半期連結会計期間（平成18年７月１日か

ら平成18年９月30日）と当第１四半期連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日）とは、対象期間が異

なっているため、前第１四半期連結会計期間との比較増減は記載しておりません。

（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 4,349 － 54 － 31 － △36 －

（参考）19年３月期 14,359 － 279 － 232 － 30 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △318 32 － －

（参考）19年３月期 267 41 － －

（注）営業収益は、要約連結損益計算書の「売上高」と「その他の営業収入」を合計して記載しております。

(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

20年３月期第１四半期 9,334 1,150 11.9 9,746 00

（参考）19年３月期 10,023 1,187 11.4 10,064 43

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 181 69 △558 834

（参考）19年３月期 201 855 △1,737 1,141
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２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

平成19年５月17日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりません。

  

営業収益 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

中間期 8,750 △145 △220 △370 △3,257 94

通期 18,900 650 500 270 2,377 41

３．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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

＜業績予想の利用について＞ 

　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作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。

＜その他特記事項＞ 

　当社グループの展開する総合リサイクルショップ「セカンドストリート」においては、「衣料」が主力商材となっ

ておりますが、販売単価・量といった面で季節（気温）的な影響が大きく、四半期ごとの決算においては業績の偏

りが発生いたします。
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【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

　当第１四半期におきましては、当社グループの核であるリユース事業に経営資源を集中し規模を拡大すべく、主力の

店舗形態である総合リサイクルショップ「セカンドストリート」の既存店収益力の底上げと第２四半期以降の新規出店

に向けた体制作りに注力いたしました。

　出店政策においては、株式会社ゲオサプライとの代理店契約による「古本工房」を２店出店する一方で、直営店３店

を閉店した結果、当第１四半期末時点における店舗数は230店（直営202店、フランチャイズ店28店）となりました。

　「セカンドストリート」の主力商材である衣料・服飾雑貨は、梅雨入りの遅れから気温が高く推移した天候の影響を

受け、夏物需要が例年より早く立ち上がるなどの要因もあり、好調に推移しました。また、もうひとつの店舗形態であ

る「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ」とのノウハウ融合に伴い取扱量が増加している電化製品につきましては、単品管理が可能な

新ＰＯＳシステムの導入を進めたこともあり、前年に引き続き大幅な伸びを示しており、収益に大きく貢献しました。

　また、前連結会計年度より引き続き、間接経費の圧縮及び店舗管理の効率化に取り組み、販売管理費の低減に努めま

した。

　こうした結果、当社グループの当第１四半期連結業績は、営業収益4,349百万円、経常利益31百万円、当期純損失36百

万円となりました。

（当第１四半期における出店推移）

前期末

増加 減少

当期末
新規
出店

業態
転換

その他 計 閉店
業態
転換

その他 計

リサイクル事業 直営店 203 2 － － 2 3 － － 3 202

フランチャイズ店 28 － － － － － － － － 28

計 231 2 － － 2 3 － － 3 230

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産については、前連結会計年度末に比べ688百万円減少し、9,334 百万円となりました。これは主に、有利子負債

を返済したことにより現金及び預金が317 百万円減少したほか、たな卸資産が111 百万円減少したことによるものであ

ります。

　負債については、前連結会計年度末に比べ652 百万減少し、8,184 百万円となりました。これは主に、有利子負債を

返済したことにより短期借入金及び長期借入金（１年以内返済予定額含む）が459 百万円減少したことによるものであ

ります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ36百万円減少し、1,150百万円となりました。これは、四半期当期純損失36 百万

円を計上したことによるものであります。自己資本比率については、前連結会計年度の11.4％から0.5ポイント改善し、

11.9％となりました。

(キャッシュフローの状況) 

  キャッシュ・フローの状況については、営業活動及び投資活動に伴う資金の増加がありましたが、財務活動におい

て資金の支出があったことにより、現金及び現金同等物の資金残高は、前連結会計年度末に比べ306 百万円減少し、

834 百万円となっております。

  営業活動の結果増加した資金は181 百万円となりました。これは主に、非キャッシュ項目であります減価償却費等

114 百万円及び売上債権の減少額30 百万円によるものであります。

　投資活動の結果増加した資金は69 百万円となりました。これは主に、敷金等の返還による収入43 百万円及び定期

預金等の払戻による収入11 百万円によるものであります。

　財務活動の結果減少した資金は558 百万円となりました。これは主に、長期借入れ返済及び設備購入割賦代金によ

る支出が539 百万円があったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第1四半期はほぼ計画通りの基調で推移していることから、中間期及び通期の業績予想の見直しは行なっておりませ

ん。なお、当社グループの業績は、前連結会計年度において決算期変更を行なったことにより、主力商材である「衣料」

の単価が低くなる上半期（夏物衣料が中心となる４月～９月）は収益力が低下し、逆に単価が上昇する下半期（冬物衣

料が中心となる１０月～３月）は収益力が増加する構造となっております。
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４．その他 

(1) 期中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）

 該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

 　該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　

　平成19年４月１日以降に取得する有形固定資産については、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。なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当第１四半期末
平成19年６月30日現在

（参考）前連結会計年度末
平成19年３月31日現在

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 現金及び預金 885,606 1,203,576

 売掛金 195,780 226,518

 たな卸資産 2,575,950 2,687,140

 繰延税金資産 137,218 137,218

 その他 389,613 445,656

流動資産合計 4,184,168 4,700,109

Ⅱ 固定資産   

有形固定資産   

 建物及び構築物 1,578,793 1,644,786

 土地 263,833 263,833

 その他 232,883 245,761

有形固定資産合計 2,075,509 2,154,381

 無形固定資産   

 のれん 309,221 329,371

 その他 33,355 34,776

 無形固定資産合計 342,577 364,147

 投資その他の資産   

 投資有価証券 57,000 57,000

 長期貸付金 233,465 243,830

 繰延税金資産 163,766 163,976

 敷金 1,771,129 1,789,010

 その他 503,775 538,989

 投資その他の資産合計 2,729,137 2,792,807

 固定資産合計 5,147,224 5,311,335

 Ⅲ 繰延資産   

 新株発行費 2,518 9,688

 社債発行費 950 2,491

 繰延資産合計 3,468 12,180

資産合計 9,334,861 10,023,624
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科目

当第１四半期末
平成19年６月30日現在

（参考）前連結会計年度末
平成19年３月31日現在

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 買掛金 26,631 41,893

 短期借入金 1,937,800 2,156,850

１年以内償還予定の社債 156,000 156,000

１年以内返済予定の長期借入金 1,540,894 1,668,053

 未払法人税等 13,620 80,766

 賞与引当金 52,582 ―

 その他 1,044,308 1,121,350

流動負債合計 4,771,836 5,224,914

Ⅱ 固定負債   

 社債 290,000 290,000

 長期借入金 2,454,427 2,567,423

 その他 667,737 754,263

固定負債合計 3,412,164 3,611,687

負債合計 8,184,001 8,836,601

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 資本金 1,839,597 1,839,597

資本剰余金 2,068,397 2,068,397

 利益剰余金 △2,801,046 △2,764,895

 自己株式 △384 △384

株主資本合計 1,106,564 1,142,715

Ⅱ 評価・換算差額等   

 繰延ヘッジ損益 275 288

評価・換算差額等合計 275 288

Ⅲ 新株予約権 44,020 44,020

純資産合計 1,150,860 1,187,023

負債、純資産合計 9,334,861 10,023,624
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

当第１四半期
自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日

（参考）前連結会計年度
自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 売上高 4,185,223 14,095,026

Ⅱ 売上原価 1,334,580 4,843,730

売上総利益 2,850,642 9,251,296

 Ⅲ その他の営業収入 164,079 264,956

営業総利益 3,014,721 9,516,252

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,960,569 9,236,572

営業利益 54,152 279,680

Ⅴ 営業外収益 39,153 133,189

Ⅵ 営業外費用 61,702 180,327

経常利益 31,603 232,542

Ⅶ 特別利益 4,720 50,521

Ⅷ 特別損失 48,216 184,242

税金等調整前四半期（当期）純利益 △11,891 98,821

法人税等 24,259 68,452

四半期（当期）純利益 △36,150 30,369

㈱フォー・ユー（7641）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 7 －



(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期

自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日

（参考）前連結会計年度

自　平成18年７月１日

至　平成19年３月31日

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期(当期)純利益 △11,891 98,821

 減価償却費 105,550 315,726

 繰延資産償却額 8,712 22,669

 受取利息及び受取配当金 △2,687 △10,070

 支払利息 38,868 135,657

 商品廃棄損 52,339 192,726

 店舗閉鎖損 39,226 125,692

　商品処分損 3,593 ―

 売上債権の減少(増加△)額 30,737 △87,865

 たな卸資産の増加額 55,257 △92,882

 仕入債務の減少額 △15,262 △40,243

 その他 △34,116 △284,533

小計 270,327 375,698

 利息及び配当金の受取額 2,932 9,816

 利息の支払額 △25,864 △108,742

 法人税等の還付額 ― 6,214

 法人税等の支払額 △65,691 △81,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,703 201,067

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金等の預入による支出 △2 △80,220

 定期預金等の払戻による収入 11,002 113,005

 固定資産の取得による支出 △22,396 △176,369

 固定資産の売却による収入 6,068 31,803

 営業譲渡による収入 ― 1,324,296

営業譲渡に伴うリース違約金及び割賦解約
金の支払額 ― △345,069

 関係会社株式の取得による支出 ― △38,000

 貸付金の回収による収入 14,721 34,740

 敷金等の支出 △9,539 △64,262

 敷金等の返済による収入 43,191 93,973

 その他 26,703 △38,025

投資活動によるキャッシュ・フロー 69,749 855,871

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増加(減少△)額 △219,050 820,450

 長期借入れによる収入 200,000 500,000

 長期借入金の返済による支出 △440,155 △2,632,289

 社債の償還による支出 ― △162,000

 設備購入割賦代金の支払額 △99,217 △302,973

 新株予約権の発行による収入 ― 39,460

 配当金の支払額 ― △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △558,422 △1,737,407

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △306,970 △680,468

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,141,706 1,821,544

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 834,106 1,141,076
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(4）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当社グループのセグメントはリサイクル事業のみの単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

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

(5）販売の状況

〔商品別売上高〕

当第１四半期
自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日

（参考）前連結会計年度
自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

％ ％

衣料 1,650,176 39.4 5,916,758 42.0

服飾雑貨 934,854 22.3 2,816,898 20.0

電化 645,213 15.4 1,604,594 11.4

生活雑貨 217,387 5.2 654,240 4.6

家具 110,736 2.7 307,408 2.2

本 39,610 1.0 461,192 3.3

ＴＶゲーム 54,655 1.3 582,602 4.1

音楽・映像ソフト 26,306 0.6 265,434 1.9

その他 506,283 12.1 1,478,436 10.5

合　　　計 4,185,223 100.0 14,087,566 100.0
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