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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ており、前中間連結会計期間（平成18年７月１日から平成

18年12月31日）と当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日）とは対象期間が異なっているため、

前中間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19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績  

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 8,393 － △248 － △289 － △489 －

18年12月中間期 9,852 △4.4 263 34.0 236 21.5 121 －

19年３月期 14,359 － 279 － 232 － 30 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △4,311 75 － －

18年12月中間期 1,071 39 － －

19年３月期 267 41 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年12月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

19年９月中間期 9,318 697 7.0 5,752 92

18年12月中間期 10,818 1,278 11.4 10,865 88

19年３月期 10,023 1,187 11.4 10,064 43

（参考）自己資本 19年９月中間期 653百万円 18年12月中間期 1,234百万円 19年３月期 1,143百万円

(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

19年９月中間期 △10 6 △383 753

18年12月中間期 0 898 △1,131 1,590

19年３月期 201 855 △1,737 1,141

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 －
未定20年３月期

（予想）
－ 未定

３．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）

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

通期 18,900 650 500 270 2,377 41
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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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項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

（注）詳細は19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。

(3）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）
19年９月中間期 113,574株 18年12月中間期 113,574株 19年３月期 113,574株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 5.4株 18年12月中間期 5.4株 19年３月期 5.4株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績  

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 8,393 － △246 － △287 － △487 －

18年12月中間期 8,775 － 279 163.2 254 53.5 108 △46.7

19年３月期 13,281 － 308 － 263 － 16 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △4,295 25

18年12月中間期 952 63

19年３月期 149 16

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 9,314 698 7.0 5,762 42

18年12月中間期 10,810 1,277 11.4 10,858 36

19年３月期 10,017 1,186 11.4 10,057 43

（参考）自己資本 19年９月中間期 654百万円 18年12月中間期 1,233百万円 19年３月期 1,142百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

 当社は連結財務諸表を作成しておりますが、連結対象となる子会社（１社）は休眠状態にあることから、個別業績予

想に関しましては記載を省略しております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当中間連結会計期間の経営成績

　当中間連結会計期間におきましては、当社グループの核であるリサイクル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今後の出

店攻勢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、出店７店（直営６店、ＦＣ１店）、閉店７店（直営７店）を行い、当中間連結会計期間末

時点における店舗数は231店（直営202店、ＦＣ29店）となりました。また、商品を衣料・服飾雑貨に特化させた

「ジャンブルストア」への転換等、８店舗のリニューアルを行いました。

　さらに、前期より取組んでおりました次世代ＰＯＳシステム「ＦＯＣＵＳ」の全店配備も平成19年９月をもって

完了し、今後の新店もあわせ全国各地の店舗に対し、価格設定面での全国格差を是正することによる売上総利益率

の改善と、全国各店舗の在庫情報をリアルタイムで把握することによる資産配分の効率化を図れる体制が整いまし

た。

　こうした状況の下、当社グループの当中間連結会計期間の連結業績は、次のとおりとなりました。

営業収益

（百万円）

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

中間純利益

（百万円）

平成19年９月当中間期 8,393 △248 △289 △489

（参考）平成18年12月中間期 9,852 263 236 121

（注）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、前中間連結会計期間と当中間連結会計期間とは

対象期間が異なっているため、前中間連結会計期間との比較増減は記載しておりません。

　「セカンドストリート」の主力商品である「衣料」は、販売単価・量といった面で季節（気温）的な影響が大

きく、販売単価の高い重衣料がメインとなる下半期に収益が偏る傾向があります。

　当中間連結会計期間におきましては、第１四半期（平成19年４月～平成19年６月）は、当初計画どおりに業績

が推移いたしましたが、第２四半期（平成19年７月～平成19年９月）は、大幅に遅れた梅雨明けおよびその後の

記録的な猛暑といった異常気象の影響を受け、主力商品である衣料において、夏秋物の販売が思うようにコント

ロールできない状況が続き、店舗売上高の低下を招きました。一方で、子会社を吸収合併したことによる販売管

理費の圧縮効果から、費用面では当初予想を下回る実績となりました。

　上記の結果、当中間連結会計期間における連結業績は、営業収益8,393百万円、営業利益△248百万円、経常利

益△289百万円、中間純利益△489百万円となりました。

（当中間連結会計期間における店舗数の増減）

前期末

増加 減少

当中間期末
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 6 － － 6 7 － － 7 202

フランチャイズ店 28 1 － － 1 － － － － 29

計 231 7 － － 7 7 － － 7 231
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（商品別売上高）

（単位：千円）

平成19年９月中間期 （参考）平成18年12月中間期 （参考）平成19年３月期

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

％ ％ ％

衣料 3,142,121 39.0 4,216,971 43.3 5,916,758 42.0

服飾雑貨 1,840,487 22.9 1,876,543 19.3 2,816,898 20.0

電化 1,269,951 15.8 954,363 9.8 1,604,594 11.4

生活雑貨 419,317 5.2 440,717 4.5 654,240 4.6

家具 213,785 2.7 199,341 2.0 307,408 2.2

本 54,923 0.7 393,612 4.0 461,192 3.3

ＴＶゲーム 79,051 1.0 477,846 4.9 582,602 4.1

音楽・映像ソフト 39,423 0.5 222,619 2.3 265,434 1.9

その他 981,982 12.2 959,787 9.9 1,478,436 10.5

合　　　計 8,041,044 100.0 9,741,803 100.0 14,087,566 100.0

②　当期の見通し

　下半期に入り、10月中旬から西日本を除き気温が下がり始めたことを受け、衣料の売上は順調な滑りだしとなっ

ております。また、上半期において販売面では苦戦を強いられたものの、買取の面では秋冬物の商品確保は順調に

進んでいたこともあり、今後、売上高は当初計画の水準に戻ってくるものと予想しております。また、上述いたし

ました販売管理費等の費用面における圧縮効果は、下半期以降も継続するものと見込んでおり、上半期における利

益の未達部分を吸収できると判断しております。

　上記の理由から、通期の見通しにつきましては、現在のところ公表数値から変更する予定はございません。

（平成20年３月期の連結業績見通し）

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

18,900 650 500 270
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(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況

　総資産については、前連結会計年度末に比べ704 百万円減少し、9,318 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等により現金および預金が397 百万円減少したほか、有形固定資産が118 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215 百万円減少し、8,621 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および長期借入金（１年以内返済予定額含む）が106 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489 百万円減少し、697 百万円となりました。これは、中間純損失489 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4.4 ポイント減

少し、7.0％となりました。

② キャッシュ・フローの状況

a.キャッシュ・フローの状況

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動において資金の増加があ

りましたが、営業活動および財務活動において資金の支出があったことにより、前連結会計年度末より388 百万円

減少し、当中間連結会計期間末の資金残高は753 百万円となっております。

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）

 営業活動の結果減少した資金は10 百万円となりました。これは主に、税金調整前中間純損失483 百万円による減

少額がありましたが、減価償却費176 百万円、商品廃棄損91 百万円および店舗閉鎖損81 百万円等の増加額があっ

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）

 投資活動の結果増加した資金は6 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 百万円および定

期預金等の払戻による収入11 百万円の増加額がありましたが、固定資産の取得による支出76 百万円の減少額が

あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果減少した資金は383 百万円となりました。これは主に、社債の償還による支出81百万円および設

備購入割賦代金の支払額による支出が196 百万円があったことによるものであります。

b.キャッシュ・フローの指標

平成16年

６月期

平成17年

６月期

平成18年

６月期

平成19年

３月期

平成20年

３月期中間

自己資本比率（％） 5.1 16.0 8.8 11.4 7.0

時価ベースの自己資本比率（％） 28.1 64.7 28.1 44.2 27.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 12.9 14.6 79.1 38.6 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.2 3.0 0.8 1.8 －

（算定方法）

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）に

より算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。

４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象と

しております。

 また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

５．平成20年３月期中間のインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスのた

め記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして考えており、財務体質の強化および経営基盤の充実を図り

ながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としておりますが、現状におきましては

誠に遺憾ながら無配の状況が続いており、早期復配を図ることを当面の課題としております。

　なお当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段に定めのある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める」旨、また、「取締役会の決議により、毎年９月30日を

基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

(4）事業等のリスク

①　中古品小売業について

a. リサイクル（リユース）市場の動向

　リサイクル市場におきましては、社会的な関心の高まりとともに、一般消費者の選択肢の一つとして中古品が

受入れられ、市場は年々拡大していく傾向にあります。これに呼応し、取扱商品を絞った専門店や多様な商品を

取扱う総合店など、様々なタイプの店舗が増加していますが今後、新規参入等により市場全体の店舗数が拡大し

ていった場合、商品を確保するための買取価格の変動等の発生により、当社グループの業績が影響を受ける可能

性があります。

b. 中古品の仕入れ

　当社グループが展開する店舗は、近隣商圏内の一般顧客との間でダイレクトに商品の売買を行う「自給自足」

の運営スタイルを基本としております。そのため中古品の仕入れは、新品と異なり仕入量の調節が難しいという

性格を有しています。そのため、一部商品の買取価格の上昇・商品数の不足といった状態が発生した場合には、

当社グループの財政状態および経営成績に一時的な悪影響が及ぶ可能性があります。

c. 季節変動について

　当社グループでは、「セカンドストリート」直営店を主体とした収益構造への移行に積極的に取組んでおりま

すが、現在の主力商品である「衣料」は、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。

d. 人材の確保・育成

　中古品の売買においては、いわゆる流通価格が存在しておりません。また、商材によっては、法的な観点から

「真贋の鑑定」、「取扱いの可否」を判断しなければならないものもあり、適切な判断と価格設定を行える人材

の確保・育成は、重要な要因となります。当社グループでは、全国直営店の過去の売買価格データ・新品市場で

の流通価格をリアルタイムで把握できるシステムの開発や、各商材の取扱いに関する情報を配信するなど、店舗

運営を支援する機能の強化に取り組み、店舗スタッフをより高いレベルで、平均的に育成できる環境の整備に努

めています。

　しかしながら、今後の店舗展開の中で、期待するレベルの人材が一時的に不足する事態も想定され、こうした

事態が発生した場合には、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　出店政策について

a. 基本方針

　当社グループにおける基本方針は、「迅速」かつ「低コスト」で店舗の出退店を行うことであり、そのため現

在展開しておりますほぼ全ての店舗は賃貸借契約を利用しております。物件情報については、これまでの全国展

開の実績から、常に優良な空き物件情報を入手できる情報ネットワークを保有しておりますが、同様の方針で出

店を進める競合他社とのバッティング等により、希望する時期に、希望する物件を取得できないといった事態が

発生した場合には、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

b. 敷金

　上述いたしましたとおり、当社グループでは賃貸による出店を基本としており、物件の契約時に賃貸人に対し

敷金を差し入れております。当中間連結会計期間末の敷金の残高は1,779百万円（総資産に対して19.1％）であり

ます。

　当該敷金は、期間満了等による契約解消時に、契約に従い原則として返還されることになっておりますが、賃

貸人の経済的破綻等によりその一部または全額が回収できなくなる可能性があります。また、契約満了前に中途

解約した場合には、契約内容に従って契約違約金の支払いが必要となる場合があります。
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③　法規制について

a. 古物営業法

　古物営業法は、盗難品の流通の防止を目的として、中古品を売買するリサイクルショップや質屋を対象とした

法律です。当社のリサイクル事業においても、店舗所在地の各都道府県公安委員会に届出をして営業の許可を得

ております。

　同法および関連法令による規制の要旨は次のとおりであります。

・　古物の買取金額が１万円以上の場合および中古ゲームソフト・パソコンソフトの買取りを行う場合は、相手

方の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書の交付を受けなければならない。

・　取引年月日、古物の名目および数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿等に記載しな

ければならない。

　なお、盗難品の買取りが発覚した場合には、盗難が発生した日から２年以内であれば、これを無償で被害者に

回復することとされております。

b. 個人情報保護法

　古物営業法の規制により、当社では店頭における商品の売買に際し、お客様の住所、氏名、職業、年齢等特定

個人を識別することが可能な情報を入手することになります。

　当社では、こうした個人情報の外部への流出を防ぐため社員教育を中心とした社内管理体制の強化、社内情報

についての不正な持ち出しおよび不正アクセス等に対する情報マネジメントシステムの強化等に取組んでおり、

今後も個人情報の保護機能の向上に努めてまいります。

　しかしながら、これら個人情報が漏洩した場合、社会的信用の失墜、事後対応による多額の経費発生等により、

当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

c. 青少年の健全な育成に関する条例

　各都道府県では、青少年（18歳未満の者）の健全な育成を図ることを目的とした条例が制定されております。

条例の名称およびその内容は地域ごとに若干異なりますが、当社の事業においては、概ね次のような規制を受け

ることになります。

・　青少年からの古物の買取り（保護者の委託等がある場合を除く）

・　有害な図書・玩具等の販売ならびに陳列方法の制限

d. 盗品・模造品の買取リスクについて

　リサイクル事業において、盗品・模造品の売買は重要な問題であります。当社では、こうしたトラブルを未然

に防ぐべく、関連する法令の制定・改廃に関する情報を店舗に配信し、法令を常に意識するよう店舗スタッフに

指導を行っております。また、真贋鑑定に際しては、しかるべきノウハウを有する外部機関に指導を仰いでおり、

万が一、誤ってこうした商材を買い取ってしまった場合においては、公安当局等に速やかに通報するなど、盗品・

模造品の取扱いの完全排除に積極的に取り組んでおります。しかしながら、リサイクル事業には常にこうしたリ

スクが潜んでおり、大きなトラブルに発展した場合には、当社の店舗に対する信頼性の低下等により、当社グルー

プの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

e. 取扱い商品に関するその他の法的規制

　そのほか、当社で取扱う商品とその関連法令の主なものは次のとおりです。

法規則 対象となる商材

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 冷蔵庫・テレビ等

電気用品安全法 ＰＳＥマークの付いていない電気用品全般

薬事法 電気マッサージ器等の健康機器等
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④　有利子負債依存度について

　当社グループではこれまで、事業拡大の必要資金の多くを金融機関からの借入れにより調達していたため、有利

子負債の総額は自己資本に比して高い水準にあります。

　収益力の強化、より有利な条件による借換えといった対応策を講じておりますが、かかる有利子負債依存度の高

さにより、金利の上昇もしくは、当社業績が想定している水準に届かないといった要因が発生し、金融機関からの

借入条件が悪化した場合、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当中間連結会計期間末において、金融機関からの借入金の一部に付されている財務制限条項への抵触が発

生しておりますが、現在は、ご猶予いただけるよう幹事行と協議を重ねている状況です。

⑤　訴訟事件について

　当社100％出資子会社の株式会社ティー・プロジェクトは、株式会社森松ゴルフ倶楽部との間で、営業上の損害に

対する賠償に関して、東京高等裁判所で係争中です。同社は、株式会社ティー・プロジェクトが「うどん事業」か

らの撤退に伴い平成16年６月30日付でフランチャイズチェーン本部機能を含む同事業の営業譲渡を行ったことに対

し、フランチャイズ出店時の経緯等を理由に、営業上の損害として約162百万円の損害賠償を求める訴訟を提起しま

した。

　平成18年11月17日に株式会社ティー・プロジェクトに損害賠償額の一部の支払いを命じる旨の一審判決が言渡さ

れましたが、双方ともにこれを不服として控訴しており、現在も係争を継続しております。

　当社グループでは、本件原告の主張には理由が無いものとし、引き続き当社の正当性を主張していく方針であり

ますが、現状において結果を予想することは困難であり、当社グループに不利となる判決にいたった場合には、当

社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥　大株主による経営への関与の状況

a. 株式会社ゲオ　

　当社は、当社の大株主である株式会社ゲオから社外取締役３名を受け入れております。同社とは、業務面にお

いても提携関係にあります。

b. 株式会社ＪＢＦパートナーズ

　当社は、当社の大株主であるジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合の無限責任組合員である

株式会社ＪＢＦパートナーズ（以下、「ＪＢＦＰ」という。）から社外取締役２名を受け入れており、ＪＢＦＰ

の有する事業戦略・財務戦略等に関するノウハウを享受しております。
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２．企業集団の状況
(1）経営成績に関する分析

　当社の企業集団は当社、連結子会社１社（以下、「当社グループ」という。）およびその他の関係会社１社で構成

され、リサイクル事業を主な事業内容としております。

　当社グループにおける位置付けは次のとおりであります。

会社名 事業目的 内容

㈱フォー・ユー

リサイクル事業

　セカンドストリート（略称：ＳＳ）

　Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ（略称：ＤＤ）

　古本工房

リサイクル品の販売および買取

㈱ティー・プロジェクト － －

　（注）㈱ティー・プロジェクトは、当中間連結会計期間において営業活動を行っておりません。

　当中間連結会計期間末における事業の系統図は次のとおりであります。

 
当社

リサイクルショップの運営

株式会社ゲオ
（注）１

一般顧客

出資

業務委託

古本工房
セカンドストリート

Doki-Doki

商品の販売・買取

株式会社
ゲオサプライ

（注）２

出資

　（注）１．その他の関係会社。

　　　　２．その他の関係会社の子会社。

３．㈱ティー・プロジェクトは、当中間連結会計期間において営業活動を行っていないため記載しておりません。

(2）関係会社の状況

　当中間連結会計期間において、以下の会社が当社の関係会社となります。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有
割合または被
所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱ティー・プロジェクト

（注）１.３.４

香川県

高松市
10,000 － 100

資金貸付および役員兼

任

（その他の関係会社）  
   

㈱ゲオ

（注）２

愛知県

春日井市
8,576,882

レンタル・

リサイクル事業

被所有 

34.3

役員兼任、業務提携

および資金借入

　（注）１．特定子会社であります。

２．有価証券報告書を提出しております。

３．債務超過会社で債務超過の額は、平成19年９月末時点で373,999千円となっております。

４．㈱ティー・プロジェクトは、当中間連結会計期間において営業活動を行っておりません。

㈱フォー・ユー(7641)平成 20 年３月期中間決算短信

－ 9 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社では、次の３つの経営理念の下、総合リサイクルショップチェーンの展開を通じて、社会に役立つ会社を目指

してまいります。

 １．社会・お客様・社員に必要とされ信頼される会社であり続けること。

 ２．挑戦・改善を繰り返す会社であり続けること

 ３．リユースを通じ、地域社会に貢献し、自らが誇りを持てる会社であり続けること。

(2）目標とする経営指標

 当社では、全国への店舗展開を中心に事業拡大を図っていることから、店舗の投資基準であるＲＯＩ（投下資本利

益率）を重要指標として採用しており、新規出店時においては投資回収期間を勘案しＲＯＩ30％以上を標準的な判断

基準としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社では、セカンドストリートを中心とした総合リサイクル事業において安定的に収益を拡大していくために、次

のような取組みを行ってまいります。

①　セカンドストリート店舗網の拡充

　当社の直営店舗網は、セカンドストリートとＤｏｋｉ－Ｄｏｋｉを合わせて200 店舗を超えており、総合リサ

イクル業の直営店舗数の規模では、すでに日本でトップクラスとなっております。今後は徐々に新規出店を増や

し、さらなる規模の拡大を目指します。

　当社の展開するリサイクルショップには、大きく分けて「総合型」と「特化型」が存在します。多種多様な商

材を取扱う「総合型」が当社のリサイクルショップの基本となりますが、その中から単独での展開ができそうな

商材を選別し、店舗化したものが「特化型」となります。「特化型」は商材が絞られるため、「総合型」に比べ

より深い知識が求められます。現時点において、衣料・服飾雑貨を取扱う店舗（屋号：ジャンブルストア）を展

開しておりますが、「特化型」で培ったノウハウを「総合型」にフィードバックすることで、より深いノウハウ

を蓄積し、総合リサイクルショップチェーンとして確固たる地位を築いてまいります。

②　店舗運営レベルの引上げと平準化

　お客様とダイレクトに取引を行うリサイクルショップにとって、店舗収益力を維持し、さらに向上させるため

には、各地域におけるお客様との信頼関係の構築はとりわけ重要となります。不信感を与えないわかりやすい価

格設定、お客様との接し方・説明の仕方、清潔感、入りやすい雰囲気作り等々、店舗運営の基本となる事項を再

度徹底し、全ての店舗で平均的に質の高いサービスを提供できるよう努めます。

③　適正在庫の確保

　リサイクルショップにおける仕入は、ほぼ100％がお客様からの買取に依存します。そのため、商品の種類・量

が店舗ごとに異なります。当社グループでは、高額商品の単品管理ならびに、全店の売買価格および在庫状況を

リアルタイムで把握できる次世代ＰＯＳシステムを開発し、全店に配備いたしました。今後は当該システムを活

用し、全店の売買価格の適正化による利益率の改善および在庫資産配分の効率化を図ってまいります。

④　人材の確保・育成

　今後のさらなる規模の拡大と信頼のおける店舗イメージの定着を図るには、やはり人材の確保と育成が不可欠

となります。お客様の信頼を得る店舗運営とは何かといったことを自ら考え、実行していける人材を育成できる

よう体系的な育成プログラムを検討し、社員の成長をサポートできる体制作りに努めます。

⑤　財務体質の改善

　当社グループの連結財務諸表上における自己資本比率は、当中間連結会計期間末時点で7.0％であり、改善に向

けてさらなる努力が必要な状況です。今後も、まずは収益力の回復・強化に取組み、そのうえで有利子負債のさ

らなる圧縮に励むことにより、健全化を図ります。

(4）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 806,525 1,203,576

２　売掛金 211,082 226,518

３　たな卸資産 2,652,255 2,687,140

４　その他 562,147 596,164

貸倒引当金 △9,400 △13,290

流動資産合計 4,222,611 45.3 4,700,109 46.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 1,555,874 1,644,786

(2）土地 ※２ 263,833 263,833

(3）その他 216,415 2,036,123 245,761 2,154,381

２　無形固定資産

(1）のれん 284,212 329,371

(2）その他 31,934 316,146 34,776 364,147

３　投資その他の資産

(1）敷金  1,779,735 1,789,010

(2）その他 1,032,846 1,060,318

貸倒引当金 △71,142 2,741,440 △56,522 2,792,807

固定資産合計 5,093,710 54.7 5,311,335 53.0

Ⅲ　繰延資産 2,312 0.0 12,180 0.1

資産合計 9,318,633 100.0 10,023,624 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 29,688 41,893

２　短期借入金 ※２ 1,644,760 2,156,850

３　１年以内償還予定の社
債

305,000 156,000

４　１年以内返済予定の長
期借入金

※２ 1,799,032 1,668,053

５　未払金 594,776 583,879

６　未払費用 464,953 479,052

７　賞与引当金 102,621 ―

８　その他 143,056 139,184

流動負債合計 5,083,889 54.5 5,224,914 52.1

Ⅱ　固定負債

１　社債 60,000 290,000

２　長期借入金 ※２ 2,842,307 2,567,423

３　その他 635,065 754,263

固定負債合計 3,537,372 38.0 3,611,687 36.1

負債合計 8,621,261 92.5 8,836,601 88.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,839,597 19.7  1,839,597 18.4

２　資本剰余金   2,068,397 22.2  2,068,397 20.6

３　利益剰余金   △3,254,575 △34.9  △2,764,895 △27.6

４　自己株式   △384 △0.0  △384 △0.0

株主資本合計   653,035 7.0  1,142,715 11.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　繰延ヘッジ損益   315 0.0  288 0.0

評価・換算差額等合計   315 0.0  288 0.0

Ⅲ　新株予約権   44,020 0.5  44,020 0.4

純資産合計   697,371 7.5  1,187,023 11.8

負債・純資産合計   9,318,633 100.0  10,023,624 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 8,041,044 100.0 14,095,026 100.0

Ⅱ　売上原価 2,655,495 33.0 4,843,730 34.4

売上総利益 5,385,549 67.0 9,251,296 65.6

Ⅲ　その他の営業収入 351,986 4.4 264,956 1.9

営業総利益 5,737,535 71.4 9,516,252 67.5

Ⅳ　販売費及び一般管理費

１　広告宣伝費 65,381 165,870

２　給与手当等 1,128,905 1,670,718

３　雑給与 1,214,677 1,888,394

４　賞与引当金繰入 102,621 ―

５　貸倒引当金繰入 11,930 ―

６　水道光熱費 380,175 595,654

７　賃借料 1,677,805 2,651,156

８　減価償却費 174,968 315,453

９　その他 1,229,173 5,985,637 74.5 1,949,324 9,236,572 65.5

営業利益又は
営業損失（△）

△248,102 △3.1 279,680 2.0

Ⅴ　営業外収益

１　受取利息 6,098 10,070

２　自販機手数料 24,320 46,090

３　不動産賃貸料収入 22,108 25,300

４　店舗設備賃貸料収入 9,923 9,396

５　その他 18,166 80,617 1.0 42,331 133,189 0.9

Ⅵ　営業外費用

１　支払利息 80,118 135,657

２　不動産賃貸原価 17,879 ―

３　その他 23,721 121,719 1.5 44,669 180,327 1.3

経常利益又は
経常損失（△）

△289,205 △3.6 232,542 1.6
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当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別利益

１　固定資産売却益 ※１ 333 886

２　貸倒引当金戻入益 1,200 28,345

３　その他 ― 1,533 0.0 21,289 50,521 0.4

Ⅷ　特別損失

１　固定資産売却損 ※２ 22 ―

２　固定資産除却損 ※３ 11,417 15,169

３　店舗閉鎖損 ※４ 133,570 125,692

４　減損損失 ※５ 39,594 39,735

５　リース解約損 5,179 3,645

６　その他 5,762 195,546 2.4 ― 184,242 1.3

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前中
間純損失(△)

△483,217 △6.0 98,821 0.7

法人税、住民税及び事
業税

47,310 75,455

法人税等調整額 △40,848 6,461 0.1 △7,002 68,452 0.5

当期純利益又は中間純
損失(△)

△489,679 △6.1 30,369 0.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） 1,839,597 2,068,397 △2,764,895 △384 1,142,715

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（千円）   △489,679  △489,679

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

（千円）
    －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △489,679 － △489,679

平成19年９月30日残高（千円） 1,839,597 2,068,397 △3,254,575 △384 653,035

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日残高（千円） 288 288 44,020 1,187,023

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（千円）    △489,679

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

（千円）
27 27  27

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

27 27 － △488,652

平成19年９月30日残高（千円） 315 315 44,020 697,371

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日残高（千円） 1,839,597 2,068,397 △2,795,264 △384 1,112,346

連結会計年度中の変動額

当期純利益（千円）   30,369  30,369

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

（千円）
    －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 30,369 － 30,369

平成19年３月31日残高（千円） 1,839,597 2,068,397 △2,764,895 △384 1,142,715

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合
計

平成18年６月30日残高（千円） － － 4,560 1,116,906

連結会計年度中の変動額

当期純利益（千円） 30,369

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

（千円）
288 288 39,460 39,748

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
288 288 39,460 70,117

平成19年３月31日残高（千円） 288 288 44,020 1,187,023
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計
算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は税金等調
整前中間純損失(△)

 △483,217 98,821

減価償却費  176,508 315,726

減損損失  39,594 39,735

貸倒引当金の増加額又は減少額（△）  10,730 △33,054

商品廃棄損  91,499 192,726

受取利息  △6,098 △10,070

支払利息  80,118 135,657

店舗閉鎖損  81,347 125,692

固定資産売却益  △333 △886

固定資産売却損  22 －

固定資産除却損  11,417 15,169

売上債権の減少額又は増加額（△）  15,435 △87,865

たな卸資産の増加額  △80,227 △92,882

仕入債務の減少額  △12,205 △40,243

未払消費税等の増加額又は減少額
（△）

 59,805 △215,250

その他  116,363 △67,578

小計  100,759 375,698

利息及び配当金の受取額  6,789 9,816

利息の支払額  △64,983 △108,742

法人税等の還付額  － 6,214

法人税等の支払額  △53,405 △81,920

営業活動によるキャッシュ・フロー  △10,839 201,067
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当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計
算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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  △2,000 △80,220

定期預金等の払戻による収入  11,000 113,005

固定資産の取得による支出  △76,543 △176,369

固定資産の売却による収入  17,206 31,803

貸付金の回収による収入  28,847 34,740

敷金等の支出  △41,483 △64,262

敷金等の返還による収入  43,361 93,973

その他  26,263 903,201

投資活動によるキャッシュ・フロー  6,651 855,871

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額又は減少額
（△）

 △512,090 820,450

長期借入れによる収入  1,450,000 500,000

長期借入金の返済による支出  △1,044,137 △2,632,289

社債の償還による支出  △81,000 △162,000

設備購入割賦代金の支払額  △196,635 △302,973

その他  － 39,406

財務活動によるキャッシュ・フロー  △383,862 △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（減少△）額  △388,050 △680,468

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,141,076 1,821,544

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  753,025 1,141,076
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は、全て連結しております。 　子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　　１社

連結子会社の名称

㈱ティー・プロジェクト

連結子会社の数　　１社

連結子会社の名称

 ㈱ティー・プロジェクト

　 なお、㈱サンクル、㈱ビッグマン、

㈱プロヴィジョン、㈱グローイング・

ファクトリー、㈱リンク、㈲三珠およ

び㈲ラントマンは、当社を存続会社と

した吸収合併を実施したことにより、

平成18年７月１日付で消滅しておりま

す。

　また、㈱ゲオアールは、平成18年10

月１日付で当社を存続会社とした吸収

合併を実施したため、平成18年７月１

日より平成18年９月30日までの３ヶ月

間の損益計算書を連結しております。

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。 持分法適用会社はありません。

３．連結子会社の中間決算日（決算

日）等に関する事項

 連結子会社の中間決算日は中間連結決

算日と一致しております。

　連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　その他有価証券

　　時価のないもの

　移動平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　その他有価証券

時価のないもの

　同左

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

　同左

③　たな卸資産

商品

　総平均法による原価法

③　たな卸資産

商品

　同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

　同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①  有形固定資産

定率法

　なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

同左

(会計方針の変更)

 法人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年４月１日

以降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定率

法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 

 (追加情報)

　法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 

②　無形固定資産

定額法

　ソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づ

く定額法

　なお、ソフトウェア以外の無形固

定資産の耐用年数は、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってお

ります。

②　無形固定資産

同左

(3）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　３年間にわたり均等償却しており

ます。

(3）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　同左

②　社債発行費

　３年間にわたり均等償却しており

ます。

②　社債発行費

　同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため一般債権については貸倒実績率

等を勘案し必要と認められる額を、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当中間連結会計期間負担額を計上

しております。

②　賞与引当金

―――――――

（追加情報）

 連結子会社の吸収合併に伴い、

賃金体系を統一させることを目

的として、退職金制度を廃止い

たしました。

　これに伴い退職給付引当金を

全額取崩し、特別利益として退

職給付引当金戻入益7,789千円を

計上しております。

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

　同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、金利スワップに

ついて特例処理の要件を満たしてい

る場合には、特例処理を採用してお

ります。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ

　ヘッジ対象：借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：同左

　ヘッジ対象：同左

③　ヘッジ方針

　当社の内規である管理規程に基づ

き、金利変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、ヘッジ開

始時およびその後も継続して金利の

変動による影響を相殺または一定の

範囲に限定する効果が見込まれるた

め、ヘッジの有効性の評価は省略し

ております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

(7）その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書（連結キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,779,667千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,765,705千円

※２　このうち債務の担保に供している資産は、次のとお

りであります。

※２　このうち債務の担保に供している資産は、次のとお

りであります。

現金及び預金 45,000千円

建物及び構築物 29,325千円

土地 187,545千円

　計 261,870千円

現金及び預金 45,000千円

建物及び構築物 30,221千円

土地 187,545千円

　計 262,767千円

上記の資産を担保に供している債務の種類は、次のと

おりであります。

上記の資産を担保に供している債務の種類は、次のと

おりであります。

短期借入金 200,000千円

長期借入金 360,195千円

(１年以内返済予定のものを含む)

　計 560,195千円

短期借入金 124,990千円

長期借入金 116,021千円

(１年以内返済予定のものを含む)

　計 241,011千円

　３　偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のとおり

連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のとおり

連帯保証を行っております。

 ㈱ウィルウェイ 2,789千円 ㈱ウィルウェイ 1,277千円

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 450,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 250,000千円

　４　当社および連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 850,000千円

借入実行残高 850,000千円

差引額 －千円
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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

※１　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 62千円

その他(車両運搬具) 270千円

　計 333千円

その他(器具及び備品) 860千円

その他(車両運搬具) 26千円

　計 886千円

※２　固定資産売却損の内訳 ※２　固定資産売却損の内訳

 その他(車両運搬具) 22千円 ―――――――

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 10,083千円

その他(器具及び備品) 962千円

その他(車両運搬具) 341千円

その他(長期前払費用) 30千円

　計 11,417千円

建物及び構築物 6,324千円

その他(器具及び備品) 8,651千円

その他(長期前払費用) 192千円

　計 15,169千円

※４　店舗閉鎖損は、ＳＳ花楯店、ＤＤ小杉店、ＳＳ郷東

店ほか７店舗の閉鎖および業態転換に伴うもので、主

な内訳は以下のとおりであります。

※４　店舗閉鎖損は、ＤＤ福島南店、ＳＳ六日町店、ＳＳ

東大阪店ほか６店舗の閉鎖に伴うもので、主な内訳は

以下のとおりであります。

固定資産除却損 48,074千円

解約違約金 17,731千円

撤去費用 14,360千円

その他 53,404千円

計 133,570千円

固定資産除却損 26,863千円

解約違約金 75,669千円

撤去費用 7,872千円

その他 15,288千円

計 125,692千円
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当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

※５　減損損失

当中間連結会計期間において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしました。

※５　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。

地域 用途 種類 減損損失
（千円） 

東北地区
 (３店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

12,332

リース資産 7,273
その他 1,099

関東地区
 (２店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

4,043

リース資産 1,287

その他 148

関西地区
 (２店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

1,604

リース資産 2,006

その他 1,019

九州地区
 (２店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

4,200

リース資産 4,485

その他 90

 合計（　9店舗） 39,594

地域 用途 種類 減損損失
（千円） 

東北地区
 (３店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

3,720

リース資産 1,655
その他 201

関東地区
 (３店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

8,124

リース資産 8,163
その他 10

北陸地区
 (１店舗) 店舗資産

リース資産 782

その他 180

関西地区
 (１店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

1,748

リース資産 2,262

その他 1,000

九州地区
 (３店舗) 店舗資産

建物及び構築
物

5,380

リース資産 6,492

その他 11

 合計（11店舗） 39,735

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位である店舗を基本単位としております。営業活

動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗につ

いては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額は減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により算

定しており、将来キャッシュ・フローを2.2％で割り引

いて算出しております。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位である店舗を基本単位としております。営業活

動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗につ

いては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額は減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により算

定しており、将来キャッシュ・フローを3.8％で割り引

いて算出しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 113,574 － － 113,574

合計 113,574 － － 113,574

自己株式

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成16年(第３回)新株予約権 普通株式 4,104 － － 4,104 4,560

平成16年(第４回)新株予約権 普通株式 1,800 － － 1,800 －

平成18年(第８回)新株予約権 普通株式 3,946 － － 3,946 39,460

合計 － 9,850 － － 9,850 44,020

 　（注）上表の新株予約権はすべて権利行使可能であります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 113,574 － － 113,574

合計 113,574 － － 113,574

自己株式

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成16年新株予約権 普通株式 4,104 － － 4,104 4,560

平成16年新株予約権 普通株式 1,800 － － 1,800 －

平成18年新株予約権  (注)１ 普通株式 － 3,946 － 3,946 39,460

合計 － 5,904 3,946 － 9,850 44,020

 　（注）１．平成18年新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 　２．上表の新株予約権はすべて権利行使可能であります。

３．配当に関する事項

  該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 806,525千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△ 53,500千円

現金及び現金同等物 753,025千円

現金及び預金勘定 1,203,576千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△ 62,500千円

現金及び現金同等物 1,141,076千円

２　重要な非資金取引の内容

 当中間連結会計年度に新たに計上した割賦契約に係る

資産および債務の額は、それぞれ46,875千円でありま

す。

２　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に新たに計上した割賦契約に係る資産

および債務の額は、それぞれ107,741千円であります。

――――――― ３　株式会社エーツーへの営業譲渡により減少した資産の

主な内訳は次のとおりであります。

固定資産 449,773千円

  資産合計 449,773千円
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（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

有形固定資

産

「その他」

(車両運搬

具)

有形固定資

産

「その他」

(器具及び

備品)

無形固定資

産

「その他」

(ソフト

ウェア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 17,913 2,024,783 12,900 2,055,596

減価償却累計額

相当額
8,411 1,004,042 5,076 1,017,530

減損損失累計額

相当額
71 83,206 － 83,277

中間期末残高相

当額
9,430 937,534 7,823 954,788

有形固定資

産

「その他」

(車両運搬

具)

有形固定資

産

「その他」

(器具及び

備品)

無形固定資

産

「その他」

(ソフト

ウェア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 20,559 1,876,693 20,860 1,918,114

減価償却累計額

相当額
9,295 951,454 12,770 973,520

減損損失累計額

相当額
－ 74,533 － 74,533

期末残高相当額 11,264 850,706 8,090 870,060

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

    　未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 377,376千円

１年超 609,897千円

合計 987,274千円

 １年以内 381,505千円 

 １年超 506,068千円 

 合計 887,573千円 

リース資産減損勘定の残高 52,560千円 リース資産減損勘定の残高 53,935千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 232,594千円

リース資産減損勘定の取崩額 16,428千円

減価償却費相当額 213,129千円

支払利息相当額 18,245千円

減損損失 15,053千円

支払リース料 320,821千円

リース資産減損勘定の取崩額 21,050千円

減価償却費相当額 289,325千円

支払利息相当額 27,275千円

減損損失 19,357千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

　時価評価の必要な有価証券はありません。なお、時価評価されていない主な有価証券の内容は次のとおりであ

ります。

　その他有価証券

 　 非上場株式　　57,000千円

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

　時価評価の必要な有価証券はありません。なお、時価評価されていない主な有価証券の内容は次のとおりであ

ります。

　その他有価証券

 　 非上場株式　　57,000千円

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。

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）

　　　　ストックオプションの内容、規模およびその変動状況

　　　　１．ストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション
(第２回新株予約権)

平成16年
ストック・オプション
(第５回新株予約権)

平成16年
ストック・オプション
(第６回新株予約権)

平成17年
ストック・オプション
(第７回新株予約権)

付与対象者の区分及

び数

当社の取締役５名およ

び従業員４名ならびに

当社の100％子会社の

取締役10名および従業

員25名

当社の取締役７名およ

び従業員６名ならびに

当社の100％子会社の

従業員47名

当社の取締役６名およ

び従業員２名ならびに

当社の100％子会社の

従業員29名

当社の従業員18名およ

び当社の100％子会社

の従業員236名

ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式  1,755株 普通株式　1,530株 普通株式　1,170株 普通株式　1,500株

付与日 平成14年10月31日 平成16年12月１日 平成17年９月16日 平成17年９月27日

権利確定条件

 付与日以降、権利確

定日（平成16年９月

30日）まで当社なら

びに当社100％子会社

の取締役または従業

員であること。

 付与日以降、権利確

定日（平成18年９月

30日）まで当社なら

びに当社100％子会社

の取締役または従業

員であること。

 付与日以降、権利確

定日（平成18年９月

30日）まで当社なら

びに当社100％子会社

の取締役または従業

員であること。

 付与日以降、権利確

定日（平成19年９月

30日）まで当社なら

びに当社100％子会社

の取締役または従業

員であること。

対象勤務期間
自 平成14年10月31日

至 平成16年９月30日

自 平成16年12月１日

至 平成18年９月30日

自 平成17年９月16日

至 平成18年９月30日

自 平成17年９月27日

至 平成19年９月30日

権利行使期間

権利確定後２年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

権利確定後３年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

 権利確定後３年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

 権利確定後３年以内。

ただし、権利確定後退

職した場合は、権利を

喪失する。

 　　（注）株式数に換算しております。
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　　　　２．ストック・オプションの規模およびその変動状況

　　　　　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

　　　　　(1）ストックオプションの数

平成14年
ストック・オプション
(第２回新株予約権)

平成16年
ストック・オプション
(第５回新株予約権)

平成16年
ストック・オプション
(第６回新株予約権)

平成17年
ストック・オプション
(第７回新株予約権)

権利確定前　（株）     

前連結会計年度末 － 909 810 907

付与 － － － －

失効 － 54 54 218

権利確定 － 855 756 －

未確定残 － － － 689

権利確定後　（株）     

前連結会計年度末 522 － － －

権利確定 － 855 756 －

権利行使 － － － －

失効 522 234 9 －

未行使残 － 621 747 －

 　　（注）平成14年ストックオプションは、平成18年９月30日で行使期間が満了いたしました。

　　　    (2）単価情報

平成14年
ストック・オプション
(第２回新株予約権)

平成16年
ストック・オプション
(第５回新株予約権)

平成16年
ストック・オプション
(第６回新株予約権)

平成17年
ストック・オプション
(第７回新株予約権)

権利行使価格　　

（円）
75,460 46,772 79,910 53,823

行使時平均株価　　

（円）
－ － － －

公正な評価単価（付与

日）（円）
－ － － －
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）および前連結会計年度（自　平成18年

７月１日　至　平成19年３月31日）において、当社グループはリサイクル事業のみの単一セグメントであり、当

該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）および前連結会計年度（自　平成18年

７月１日　至　平成19年３月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店が

ないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）および前連結会計年度（自　平成18年

７月１日　至　平成19年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

１株当たり純資産額 5,752円92銭  10,064円43銭

１株当たり当期純利益金額又は中間

純損失金額（△）
△4,311円75銭 267円41銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの中間純損失であるため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式がないため記載

しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は中間純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

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)

１株当たり中間（当期）純利益金

額

当期純利益又は中間純損失（△）

（千円）
△489,679 30,369

普通株主に帰属しない金額（千

円）

－ －

普通株式に係る当期純利益又は中

間純損失（△）（千円）
△489,679 30,369

期中平均株式数（株） 113,568.60 113,568.60

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　平成16年９月28日定時株主総会決議

によるストックオプション（新株予約

権）、平成17年９月27日定時株主総会

決議によるストックオプション（新株

予約権）および平成18年６月19日定時

株主総会決議による新株予約権であり

ます。

平成16年９月28日定時株主総会決議に

よる新株予約権、平成16年９月28日定

時株主総会決議によるストックオプショ

ン（新株予約権）、平成17年９月27日

定時株主総会決議によるストックオプ

ション（新株予約権）および平成18年

６月19日定時株主総会決議による新株

予約権であります。

（重要な後発事象）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。 

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）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 801,038 1,196,025

２　売掛金 210,965 226,401

３　たな卸資産 2,652,255 2,687,140

４　その他 561,921 596,030

　　貸倒引当金 △9,400 △13,290

流動資産合計 4,216,781 45.3 4,692,308 46.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 1,555,874 1,644,786

(2）土地 ※２ 263,833 263,833

(3）その他 216,415 245,761

有形固定資産合計 2,036,123 2,154,381

２　無形固定資産

 (1）のれん 284,212 329,371

 (2）その他 31,732 34,574

無形固定資産合計 315,945 363,945

３　投資その他の資産

(1）敷金 1,779,735 1,789,010

(2）その他 1,407,829 1,435,301

貸倒引当金 △444,063 △429,443

投資その他の資産合計 2,743,501 2,794,868

固定資産合計 5,095,569 54.7 5,313,194 53.0

Ⅲ　繰延資産 2,312 0.0 12,180 0.2

資産合計 9,314,662 100.0 10,017,683 100.0
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当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 29,688 41,893

２　短期借入金 ※２ 1,644,760 2,156,850

３　１年以内償還予定の社
債

305,000 156,000

４　１年以内返済予定の長
期借入金

※２ 1,799,032 1,668,053

５　未払金 589,776 578,809

６　未払費用 464,953 479,052

７　賞与引当金 102,621 －

８　その他 143,008 139,109

流動負債合計 5,078,840 54.5 5,219,768 52.1

Ⅱ　固定負債

１　社債 60,000 290,000

２　長期借入金 ※２ 2,842,307 2,567,423

３　その他 635,065 754,263

固定負債合計 3,537,372 38.0 3,611,687 36.1

負債合計 8,616,213 92.5 8,831,455 88.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,839,597 19.7  1,839,597 18.4

２　資本剰余金        

　　資本準備金  2,068,397   2,068,397   

資本剰余金合計   2,068,397 22.2  2,068,397 20.6

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  28,384   28,384   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  300,000   300,000   

繰越利益剰余金  △3,581,881   △3,094,076   

利益剰余金合計   △3,253,496 △34.9  △2,765,691 △27.6

４　自己株式   △384 △0.0  △384 △0.0

株主資本合計   654,114 7.0  1,141,919 11.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　繰延ヘッジ損益   315 0.0  288 0.0

評価・換算差額等合計   315 0.0  288 0.0

Ⅲ　新株予約権   44,020 0.5  44,020 0.4

純資産合計   698,449 7.5  1,186,227 11.8

負債・純資産合計   9,314,662 100.0  10,017,683 100.0
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(2) 中間損益計算書

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 8,041,044 100.0 13,032,276 100.0

Ⅱ　売上原価 2,655,495 33.0 4,368,666 33.5

売上総利益 5,385,549 67.0 8,663,609 66.5

Ⅲ　その他の営業収入 351,986 4.4 249,046 1.9

営業総利益 5,737,535 71.4 8,912,655 68.4

Ⅳ　販売費及び一般管理費  5,983,764 74.5 8,603,832 66.0

営業利益又は営業損失
（△）

△246,229 △3.1 308,823 2.4

Ⅴ　営業外収益 ※１ 80,610 1.0 126,249 0.9

Ⅵ　営業外費用 ※２ 121,719 1.5 171,433 1.3

経常利益又は経常損失
（△）

△287,338 △3.6 263,638 2.0

Ⅶ　特別利益 ※３ 1,533 0.0 29,440 0.2

Ⅷ　特別損失 ※４ 195,546 2.4 211,952 1.6

税引前当期純利益又は
税引前中間純損失
（△） △481,351 △6.0 81,126 0.6

法人税、住民税及び事
業税

47,302 71,373

法人税等調整額 △40,848 6,453 0.1 △7,187 64,186 0.5

当期純利益又は中間純
損失（△）

△487,805 6.1 16,940 0.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高

（千円）
1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,094,076 △2,765,691 △384 1,141,919

中間会計期間中の変動額

中間純損失（千円） △487,805 △487,805 △487,805

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

（千円）
  －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － △487,805 △487,805 － △487,805

平成19年９月30日残高

（千円）
1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,581,881 △3,253,496 △384 654,114

 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計繰延ヘッ

ジ損益

 評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高

（千円）
288 288 44,020 1,186,227

中間会計期間中の変動額

中間純損失（千円） △487,805

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

（千円）
27 27 － 27

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
27 27 － △487,778

平成19年９月30日残高

（千円）
315 315 44,020 698,449
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日残高

（千円）
1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,111,016 △2,782,631 △384 1,124,979

事業年度中の変動額

当期純利益（千円） 16,940 16,940 16,940

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

（千円）
  －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 16,940 16,940 － 16,940

平成19年３月31日残高

（千円）
1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,094,076 △2,765,691 △384 1,141,919

 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計繰延ヘッ

ジ損益

 評価・換算

差額等合計

平成18年６月30日残高

（千円）
－ － 4,560 1,129,539

事業年度中の変動額

当期純利益（千円） 16,940

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

（千円）
288 288 39,460 39,748

事業年度中の変動額合計

（千円）
288 288 39,460 56,688

平成19年３月31日残高

（千円）
288 288 44,020 1,186,227
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法 (1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

　同左

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

　同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

　同左

(3）たな卸資産

①　商品

　総平均法による原価法

(3）たな卸資産

①　商品

　同左

②　貯蔵品

　最終仕入原価法

②　貯蔵品

　同左

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法

　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ています。

(1）有形固定資産

　同左

  (会計方針の変更)

 法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

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定率法に

変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 

 

  (追加情報)

 法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 

 

(2）無形固定資産

　定額法

　ソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額

法

　なお、ソフトウェア以外の無形固定

資産の耐用年数は、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっています。

(2）無形固定資産

　同左
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項目

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年３月31日）

３　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　３年間にわたり均等償却しておりま

す。

(1）新株発行費

　同左

(2）社債発行費

　３年間にわたり均等償却しておりま

す。

(2）社債発行費

　同左

４　引当金の計上基準 　①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め一般債権については貸倒実績率等を

勘案し必要と認められる額を、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

　①　貸倒引当金

　同左

 　②　賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

中間会計期間負担額を計上しておりま

す。

  ②　賞与引当金

         ―――――――

５　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。

　　同左

６　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、金利スワップについ

て特例処理の要件を満たしている場合

には、特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：同左

(3）ヘッジ方針

　当社の内規である管理規程に基づき

金利変動リスクを一定の範囲内でヘッ

ジしております。

(3）ヘッジ方針

　同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

およびその後も継続して金利の変動に

よる影響を相殺または一定の範囲に限

定する効果が見込まれるため、ヘッジ

の有効性の評価は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　同左

７　その他中間財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる重要

な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

  同左
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,779,667千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,765,705千円

※２　このうち債務の担保に供している資産は、次のとお

りであります。

※２　このうち債務の担保に供している資産は、次のとお

りであります。

現金及び預金 45,000千円

建物及び構築物 29,325千円

土地 187,545千円

　　　計 261,870千円

現金及び預金 45,000千円

建物及び構築物 30,221千円

土地 187,545千円

　　　計 262,767千円

上記の資産を担保に供している債務の種類は、次の

とおりであります。

上記の資産を担保に供している債務の種類は、次の

とおりであります。

短期借入金 200,000千円

長期借入金 360,195千円

（１年以内返済予定のものを含む）

　　　計 560,195千円

短期借入金 124,990千円

長期借入金 116,021千円

（１年以内返済予定のものを含む）

　　　計 241,011千円

　３　偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のとお

り連帯保証を行っております。

　３　偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のとお

り連帯保証を行っております。

㈱ウィルウェイ 2,789千円 ㈱ウィルウェイ  1,277千円

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額  450,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 250,000千円

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額  850,000千円

借入実行残高 850,000千円

差引額 －千円
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 6,092千円

不動産賃貸料収入 22,108千円

自動販売機手数料 24,320千円

受取利息 10,067千円

不動産賃貸料収入 25,300千円

自動販売機手数料  46,090千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 77,976千円

社債利息 2,142千円

支払利息 126,875千円

社債利息 3,539千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 1,200千円 貸倒引当金戻入益 15,053千円

賃貸契約解約違約金収入  13,500千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 11,417千円

減損損失 39,594千円

店舗閉鎖損 133,570千円

固定資産除却損 15,169千円

減損損失 39,735千円

店舗閉鎖損 125,692千円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 161,151千円

無形固定資産 43,140千円

有形固定資産 283,806千円

無形固定資産 48,094千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 5.4 － － 5.4

合計 5.4 － － 5.4
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（リース取引関係）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）借主側 (1）借主側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

有形固定資

産

「その他」

(車両運搬

具)

有形固定資

産

「その他」

(器具及び

備品)

無形固定資

産

「その他」

(ソフト

ウェア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 17,913 2,024,783 12,900 2,055,596

減価償却累計額

相当額
8,411 1,004,042 5,076 1,017,530

減損損失累計額

相当額
71 83,206  83,277

中間期末残高相

当額
9,430 937,534 7,823 954,788

有形固定資

産

「その他」

(車両運搬

具)

有形固定資

産

「その他」

(器具及び

備品)

無形固定資

産

「その他」

(ソフト

ウェア)

合計

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 20,559 1,876,693 20,860 1,918,114

減価償却累計額

相当額
9,295 951,454 12,770 973,520

減損損失累計額

相当額
－ 74,533 － 74,533

期末残高相当額 11,264 850,706 8,090 870,060

②　未経過リース料中間期末残高相当額等

　　　未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 377,376千円

１年超 609,897千円

合計 987,274千円

１年以内 381,505千円

１年超  506,068千円

合計     887,573千円

リース資産減損勘定の残高 52,560千円 リース資産減損勘定の残高 53,935千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 232,594千円

リース資産減損勘定の取崩額 16,428千円

減価償却費相当額 213,129千円

支払利息相当額 18,245千円

減損損失 15,053千円

支払リース料 289,053千円

リース資産減損勘定の取崩額   18,879千円

減価償却費相当額 259,526千円

支払利息相当額 25,491千円

減損損失 19,357千円

④　減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）および前事業年度（自　平成18年７月１日　

至　平成19年３月31日）のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

項目
当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 5,762円42銭    10,057円43銭

１株当たり当期純利益金額又は中間

純損失金額（△）
△4,295円25銭 149円16銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの中間純損失であるため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金

額

当期純利益又は中間純損失（千

円）
△487,805 16,940

普通株主に帰属しない金額（千

円）

－ －

普通株式に係る当期純利益又は中

間純損失（△）（千円）
△487,805 16,940

期中平均株式数（株） 113,568.60 113,568.60

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　平成16年９月28日定時株主総会決議

によるストックオプション（新株予約

権）、平成17年９月27日定時株主総会

決議によるストックオプション（新株

予約権）および平成18年６月19日定時

株主総会決議による新株予約権であり

ます。

 平成16年９月28日定時株主総会決議に

よる新株予約権、平成16年９月28日定

時株主総会決議によるストックオプショ

ン（新株予約権）、平成17年９月27日

定時株主総会決議によるストックオプ

ション（新株予約権）および平成18年

６月19日定時株主総会決議による新株

予約権であります。

（重要な後発事象）

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

  該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

  該当事項はありません。
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