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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 698 ― 15 ― 27 ― 22 ―

20年3月期第1四半期 614 26.4 43 272.1 39 226.4 54 214.2

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 2.04 ―

20年3月期第1四半期 4.99 ―

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 3,275 1,776 54.3 162.42
20年3月期 3,228 1,737 53.8 158.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,776百万円 20年3月期  1,737百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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  有  
 

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 1,400 ― 40 ― 30 ― 20 ― 1.83
通期 3,100 19.9 190 10.5 170 6.0 190 2.8 17.37

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、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。  

(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、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) 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  11,368,541株 20年3月期  11,368,541株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  427,816株 20年3月期  427,816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  10,940,725株 20年3月期第1四半期  10,941,496株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  
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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１四半期におけるわが国経済は、信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題を背景
とする米国経済の減速懸念や金融資本市場の混乱、原油価格の高騰等の影響を受け、景気の下振れリスクが
高まる展開となりました。
このような状況のもと、当社は平成20年６月上旬に売場増床のため「ハードオフ・オフハウス鎌倉藤沢店

（売場面積288坪）」を閉鎖し、大型事業所「ハードオフ・オフハウス・ブックオフ鎌倉手広店（売場面積574
坪）」として移転開設いたしました。また、ほぼ同時期に「オフハウス逗子店（売場面積137坪）」を新規開設
し、新たな事業拡大期をスタートさせました。
既存店も積極的な買い取りによる豊富な良質在庫を維持し、タイムリーな売価変更と商品供給を継続して

売場の活性化を図り、お客様の購買意欲の向上に努めてまいりました。その結果、増床及び新規事業所の効
果もあり、売上高は６億98百万円と前年同期間比84百万円（13.7％）の増収となりました。

(1) 売上高

当第１四半期の売上高は、前年同期間比84百万円（13.7％）の増収となりました。
（ハードオフ事業）
ソフト・コンピューター・ビジュアル商品の積極的な買取強化や売場拡大を推進し、売上高は２億34百万

円と前年同期間比８百万円（3.6％）の増収となりました。
（オフハウス事業）
婦人服・メンズ衣料品、貴金属、バッグの買取強化により、良質在庫の増加から売上高は３億38百万円と

前年同期間比74百万円（28.2％）の増収となりました。
（その他事業）
書籍（コミック・文庫本）や音楽ソフト・ＤＶＤソフトが堅調に推移いたしましたが、前期にホビーオフ

を撤退したことから、売上高は１億24百万円と前年同期間比1百万円（1.2％）の増収となりました。

(2) 営業利益

上記増収効果はあったものの、新規事業所の開設に伴う人件費等の販売費及び一般管理費の増加により、
前年同期間比27百万円（62.9％）減益の15百万円となりました。

(3) 経常利益

営業外収益が営業外費用を11百万円上回り増収となりましたが、前年同期間比11百万円（30.0％）減益の
27百万円となりました。

(4) 四半期純利益

前年同期間比32百万円（59.2％）減益の22百万円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

（資産）
流動資産は、前事業年度末に比べて61百万円減少し、10億52百万円となりました。これは主に現金及び預

金が77百万円減少したこと、商品が19百万円増加したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて１億８百万円増加し、22億22百万円となりました。これは主に新店設

備として有形固定資産が80百万円増加したことなどによります。 
この結果、総資産は前事業年度末に比べ46百万円増加し32億75百万円となりました。

（負債） 
流動負債は、前事業年度末に比べて53百万円増加し、８億23百万円となりました。これは主に、短期借入

金が50百万円増加したことになどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて46百万円減少し、６億75百万円となりました。これは主に、長期預り

金が51百万円減少したことなどによります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ７百万円増加し、14億98百万円となりました。

（純資産）
純資産合計は、前事業年度末に比べ39百万円増加し17億76百万円となりました。これは主に、利益剰余金

が22百万円増加したことによります。
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3. 業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、平成20年５月15日に発表いたしました業績予想に変更はありません。
　なお、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を前提としております。実際の業績は、
今後様々な要因により大きく異なる結果となる可能性があります。

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
１．棚卸資産の評価方法
当第１四半期会計期間末のたな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．固定資産の減価償却費の算定方法
四半期ごとの資産増減実績を加味した年間償却予定額の月割累計相当額から、以前の四半期決算に計上

した償却累計額を控除した額を、当該四半期決算の償却額とする方法によっております。

３．法人税等の計上基準
法人税等の計上基準は、年間業績予測に基づく簡便法により計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

(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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、当第１四半期会計期間より「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、次の通り変更しており
ます。
　リユース（ハードオフ事業）

売価還元法による原価法から売価還元法による原価法（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。

リユース（ブックオフ事業）
総平均法による原価法から総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。
これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に対する影響はありません。

３．リース取引に関する会計基準等の適用
「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 最終改正平成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 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期に
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、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方
法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の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を引き続き採用しております。
　これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に対する影響はありません。
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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 304,578 381,761

売掛金 11,684 19,063

商品 572,822 553,286

その他 163,509 160,108

流動資産合計 1,052,594 1,114,218

固定資産

有形固定資産 1,057,435 976,657

無形固定資産 5,822 6,098

投資その他の資産 1,159,200 1,131,221

固定資産合計 2,222,459 2,113,977

資産合計 3,275,053 3,228,196

負債の部

流動負債

買掛金 11,636 9,096

短期借入金 606,457 539,720

賞与引当金 4,500 15,000

その他 200,456 205,631

流動負債合計 823,049 769,448

固定負債

長期借入金 453,032 458,239

繰延税金負債 35,197 22,746

その他 186,822 240,275

固定負債合計 675,051 721,261

負債合計 1,498,101 1,490,709

純資産の部

株主資本

資本金 1,940,898 1,940,898

資本剰余金 240,835 240,835

利益剰余金 300,223 277,948

自己株式 △56,983 △56,983

株主資本合計 2,424,973 2,402,698

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 33,365 16,176

土地再評価差額金 △681,387 △681,387

評価・換算差額等合計 △648,021 △665,210

純資産合計 1,776,952 1,737,487

負債純資産合計 3,275,053 3,228,196
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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 698,176

売上原価 271,304

売上総利益 426,871

販売費及び一般管理費合計 410,892

営業利益 15,978

営業外収益

受取利息 2,310

その他 20,185

営業外収益合計 22,495

営業外費用

支払利息 6,894

その他 3,877

営業外費用合計 10,772

経常利益 27,702

特別損失

投資有価証券評価損 1,821

特別損失合計 1,821

税引前四半期純利益 25,880

法人税等 3,605

四半期純利益 22,275
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 25,880

減価償却費 15,340

長期前払費用償却額 3,532

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,500

受取利息及び受取配当金 △5,685

支払利息 6,894

投資有価証券評価損益（△は益） 1,821

売上債権の増減額（△は増加） 7,378

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,536

仕入債務の増減額（△は減少） 2,537

未払費用の増減額（△は減少） 24,415

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,660

その他の負債の増減額（△は減少） △27,424

その他 682

小計 9,677

利息及び配当金の受取額 3,375

利息の支払額 △7,320

法人税等の支払額 △10,527

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △13,700

有形固定資産の取得による支出 △80,011

長期預り金の受入による収入 42,000

長期預り金の返還による支出 △93,080

敷金及び保証金の差入による支出 15,761

敷金及び保証金の回収による収入 △3,000

その他の支出 △2,000

その他 113

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,917

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） 50,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △88,470

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,530

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,182

現金及び現金同等物の期首残高 371,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 294,578
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期損益計算書

科  目

前第１四半期累計期間

       （自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 614,049

Ⅱ 売上原価 245,832

売上総利益 368,217

Ⅲ 販売費及び一般管理費 325,164

営業利益 43,052

Ⅳ 営業外収益 10,342

Ⅴ 営業外費用 13,791

経常利益 39,602

Ⅵ  特別利益 15,389

Ⅶ  特別損失 ―

　 税金等調整前四半期純利益 54,992

　 税金費用 416

　 四半期純利益 54,576
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（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

区  分

前第１四半期累計期間

　    （自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 54,992

　２ 減価償却費 11,803

　３ 支払利息 6,934

　４ 投資有価証券売却益 △15,389

　５ 売上債権の減少額 2,740

　６ たな卸資産の増加額 △2,499

　７ 仕入債務の増加額 3,670

  ８ 未払費用の減少額 △9,740

  ９ 未払消費税等の増加額 7,269

  10 その他 △5,336

小  計 54,443

  11 利息の支払額 △7,721

  12 その他 △56

　営業活動によるキャッシュ・フロー 46,664

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 投資有価証券の売却による収入 24,047

　２ 敷金及び保証金等の償還による収入 11,285

　３ その他 113

　投資活動によるキャッシュ・フロー 35,446

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入金の純増減額 △20,751

　２ 長期借入れによる収入 200,000

　３ 長期借入金の返済による支出 △89,815

　財務活動によるキャッシュ・フロー 89,434

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 171,545

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 195,141

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 366,686
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6. その他情報

(1) 仕入及び販売の状況

１．商品仕入実績

当第１四半期会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 金額(千円)

ハードオフ事業 95,560

オフハウス事業 134,422

その他事業 60,858

合計 290,840

（注）１ 金額は仕入価格によっております。

 ２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２．販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 金額(千円)

ハードオフ事業 234,420

オフハウス事業 338,977

その他事業 124,778

合計 698,176

（注）１ 金額は販売価格によっております。

 ２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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