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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1四半期 2,375 ― 289 ― 297 ― 88 ―
20年3月期第1四半期 2,276 17.3 372 19.2 376 19.1 211 23.5

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1四半期 6.36 ―
20年3月期第1四半期 15.15 ―

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1四半期 8,970 8,156 90.9 584.51
20年3月期 9,153 8,299 90.7 594.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,156百万円 20年3月期  8,299百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期累計期間 4,800 ― 640 ― 650 ― 360 ― 25.80
通期 10,000 8.7 1,330 11.5 1,350 11.2 750 18.9 53.75

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(2) 四半期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、2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) 発行済株式数（普通株式） 

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1四半期  13,954,000株 20年3月期  13,954,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  210株 20年3月期  210株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  13,953,790株 20年3月期第1四半期  13,953,880株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
2.業績予想値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により予想数値と
異なる場合があります。  
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるリユース業界は、消費者の環境問題に対する意識の高まりを受け、市場規模は順調

に拡大しております。
　このような状況下、当社は、名実ともに圧倒的な「リユース業界のオンリーワン・リーディングカンパニ
ー」を目指し、①強固な全国ネットワークの確立、②店舗運営体制の強化、③組織力の強化 を基本方針と
する経営革新計画「ＲＥ・スタートプラン」を平成19年度より継続的に実行しております。
　当第１四半期は、この基本方針に基づき、年度重点項目として「粗利益率の向上」「生産性の向上」にも取
り組んでおります。
　
　出店につきましては、直営店は３店舗、フランチャイズチェーン（以下、「ＦＣ」という）加盟店は７店舗
出店いたしました。また、ＦＣ加盟店から直営店に５店舗の店舗売買を行った結果、直営店は134店舗、ＦＣ
加盟店は471店舗となり、直営店・ＦＣ加盟店あわせて605店舗となりました。
　当第１四半期末現在における各業態別の店舗数は次表のとおりであります。

　 （単位：店）

店舗数
ハード
オフ

ガレージ
オフ

オフ
ハウス

モード
オフ

ホビー
オフ

ブック
オフ

合計

直営店
44

(＋4)
4

(±0)
44

(＋3)
1

(±0)
13

(±0)
28
(+1)

134
(+8)

FC加盟店
255
(-2)

8
(±0)

170
(＋5)

3
(±0)

35
(-1)

―
471
(＋2)

合 計
299
(＋2)

12
(±0)

214
(＋8)

4
(±0)

48
(-1)

28
(+1)

605
(＋10)

（注）１．（ ）内は期中増減数を表しております。 

　 ２．ジャンクハウスはハードオフに、ボックスショップはオフハウスに含めて表示しております。 

また、当第１四半期における既存店売上高は前年同期比0.9％増、新店を含めた全店売上高（フランチャイ
ズ事業売上高を除く）は前年同期比6.8％増となりました。
　以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高2,375百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益289百万円（前
年同期比22.1％減）、経常利益297百万円（前年同期比21.0％減）、棚卸資産の評価基準の変更による特別損失
132百万円の計上により、四半期純利益88百万円（前年同期比58.0％減）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
当第１四半期における総資産は8,970百万円となり、前事業年度末に比べて182百万円の減少となりました。

主な増減は流動資産では現金及び預金の減少854百万円などがあり、流動負債では未払法人税等の減少87百万
円などがありました。また固定資産では投資有価証券の増加751百万円などがありました。純資産は8,156百
万円となり、自己資本比率は90.9％となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報
当第１四半期における業績は概ね計画どおりに推移しており、前回公表（平成20年５月14日付決算短信）

の業績予想に修正はありません。

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

棚卸資産の評価方法
当第１四半期末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。
(2) 四半期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当第１四半期より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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」（企業会計基準第９号）を当第１四半期から適用し、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、売上総利益、営業利益及び経常利益が40百万円、税引
前四半期純利益が173百万円それぞれ減少しております。
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5. 四半期財務諸表
(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成20年3月31日）
資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 1,722,604 2,576,666

　 売掛金 162,299 195,835

　 有価証券 201,276 201,171

　 商品 1,653,885 1,691,963

　 その他 186,416 240,440

　 貸倒引当金 △ 3,760 △ 4,680

　 流動資産合計 3,922,721 4,901,397

　固定資産

　 有形固定資産

　 建物 1,356,894 1,320,072

　 土地 764,051 764,051

　 その他 26,820 21,000

　 有形固定資産合計 2,147,766 2,105,124

　 無形固定資産 28,602 29,305

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 1,673,718 922,484

　 敷金 652,139 628,910

　 その他 545,318 565,781

　 投資その他の資産合計 2,871,176 2,117,176

　 固定資産合計 5,047,545 4,251,606

　 資産合計 8,970,267 9,153,004

負債の部

　流動負債

　 買掛金 50,976 51,131

　 未払法人税等 48,768 135,997

　 賞与引当金 44,720 ―

　 その他 429,325 424,122

　 流動負債合計 573,790 611,251

　固定負債

　 役員退職慰労引当金 222,490 221,868

　 その他 17,787 20,100

　 固定負債合計 240,277 241,968

　負債合計 814,067 853,219

純資産の部

　株主資本

　 資本金 1,676,275 1,676,275

　 資本剰余金 1,768,275 1,768,275

　 利益剰余金 4,713,535 4,903,807

　 自己株式 △ 191 △ 191

　 株主資本合計 8,157,893 8,348,165

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 △ 1,694 △ 48,381

　 評価・換算差額等合計 △ 1,694 △ 48,381

　純資産合計 8,156,199 8,299,784

負債純資産合計 8,970,267 9,153,004
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(2) 四半期損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

売上高 2,375,809

売上原価 744,473

売上総利益 1,631,335

販売費及び一般管理費 1,341,350

　営業利益 289,985

営業外収益 8,666

営業外費用 887

　経常利益 297,764

特別利益 920

特別損失 132,652

　税引前四半期純利益 166,031

　法人税、住民税及び事業税 39,000

　法人税等調整額 38,227

　四半期純利益 88,803
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規
則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

（単位：千円）

科目
前年同四半期

(平成20年３月期
第１四半期)

Ⅰ 売上高 2,276,622

Ⅱ 売上原価 704,810

　 売上総利益 1,571,812

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,199,449

　 営業利益 372,362

Ⅳ 営業外収益 8,349

Ⅴ 営業外費用 3,939

　 経常利益 376,773

Ⅵ 特別損失 438

　 税引前四半期純利益 376,334

　 税金費用 165,000

　四半期純利益 211,334
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