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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） 

（注）１．営業収益は、四半期損益計算書の「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。 
   ２．20年３月期は連結財務諸表提出会社であり、20年３月期第１四半期は非連結ベースでの開示をしていないことから、数値の記載はしておりません。  

(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）

営業収益 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 4,333 ― 217 ― 186 ― 83 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 721.01 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

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 10,151 1,700 16.3 13,805.39
20年3月期 9,676 1,457 14.6 12,443.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,656百万円 20年3月期  1,413百万円

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

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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  
 

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

第2四半期累計期間 8,470 0.9 △110 ― △160 ― △280 ― △2,465.47

通期 18,400 1.3 650 3.4 550 8.1 300 10.8 2,641.57

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  無  

(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  119,972株 20年3月期  113,574株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5株 20年3月期  5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  115,168株 20年3月期第1四半期  113,568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．本資料に記載されている業績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およ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り異なる可能性があります。 
   なお、業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 ２．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。  



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１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰やインフレ懸念等の影響から景気の不透明感が増す

こととなりました。

　　一方、中古品小売業界におきましては、環境問題が大きく取り上げられる中、これまで曖昧であった「リサイク

ル」と「リユース」の線引きに関して、経済産業省と環境省の合同部会においてガイドラインが作成される運びと

なるなど、市場の認知度はますます高まってきている感があります。

　　このような状況の下で、当社では、当期より新規出店を本格的に再始動し、出店８店、閉店１店を行い、当第１

四半期会計期間末時点における店舗数は224店（直営189店、フランチャイズ35店）となりました。また、セカンド

ストリートのブランド定着に向けて、Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉの屋号を持つ店舗を、11店舗セカンドストリートに転換

いたしました。出店予定数の残りに関しましても、既に相当数の物件を押さえており、出店政策も順調に推移して

おります。

　　また、これまで取り組んでまいりました既存店業績の底上げならびに店舗運営を支援する本部体制の整備が一定

の成果を見せ始めたことから、業績の回復が着実に進んでいると認識しております。とりわけ店舗運営においては、

売上総利益率および人件費率のコントロールに注力したことにより、業績の安定感が増してまいりました。加えて、

これまで自粛しておりましたブランド品の取扱いを再開いたしました。

　今後は、前回の不祥事を大いなる教訓とし新たに構築し直したチェック体制の下、店舗におけるコピー品の存在

を排除し、再発の防止に細心の注意を払いながら、徐々に規模を拡大させていく所存であります。

　　なお、前事業年度において、その他の関係会社であった株式会社ゲオは、同社が平成20年５月から６月にかけて

実施した当社株式に対する公開買付けならびに、平成20年６月に当社が行った同社を割当先とする第三者割当増資

により、議決権比率が50％を超えましたので、当第１四半期会計期間において、当社の親会社に該当することとな

りました。

　　こうした状況の下で、当第１四半期会計期間の売上高は4,297百万円、その他の営業収入は36百万円、経常利益は

186百万円となり、四半期純利益は83百万円となりました。

　　なお、平成20年５月29日に株式会社ティー・プロジェクトの清算が結了し、当社が連結すべき子会社が存在しな

くなったことから、当第１四半期会計期間より連結財務諸表は作成しておりません。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

　　総資産は、前事業年度末より474百万円増加し、10,151百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が358百

万円、有形固定資産が101百万円増加したことによるものであります。

　　負債は、前事業年度末より231百万円増加し、8,450百万円となりました。主な要因は、長期借入金および１年以

内返済予定の長期借入金が913百万円増加しましたが、短期借入金の減少が488百万円あったことによるものであり

ます。

　　純資産は、前事業年度末より242百万円増加し、1,700百万円となりました。主な要因は、第三者割当増資による

資本金および資本準備金が159百万円増加したほか、四半期純利益83百万円を計上したことによるものです。自己資

本比率については、前事業年度の14.6％から1.7ポイント改善し、16.3％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　　当第１四半期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、営業活動および財務活動におい

て資金の増加がありましたが、投資活動における固定資産の取得等に伴う資金の減少があったことにより、前事業

年度末より358百万円増加し、当第１四半期会計期間末の資金残高は1,528百万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）

　　営業活動の結果増加した資金は32百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益45百万円、減価償却費

81百万円がありましたが、たな卸資産の増加額が90百万円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）

　　投資活動の結果減少した資金は161百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出160百万円があっ

たことによるものであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果増加した資金は487百万円となりました。これは主に、長期借入による収入1,350百万円がありま

したが、短期借入金の純減少額488百万円、長期借入金の返済による支出436百万円があったことによるものです。



３．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水準で推移していることから、第２四半期および通期の業績予想の見直しは行っ

ておりません。なお、当社の展開する「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、四半期ごとの決算においては業績の偏りが発生します。

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

　該当事項はありません。

（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.　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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、主として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。

　これにより、営業利益および経常利益がそれぞれ2,819千円、税引前四半期純利益が57,856千円減少しており

ます。

3.　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四

半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を適用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。 



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 1,528,500 1,169,573

売掛金 126,672 150,079

商品 2,725,979 2,678,395

その他 641,395 645,778

貸倒引当金 △5,160 △7,060

流動資産合計 5,017,387 4,636,767

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,479,859 ※1  1,423,881

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1   251,734 ※1   205,946

有形固定資産合計 1,995,427 1,893,660

無形固定資産   

のれん 225,089 244,797

その他 33,429 34,613

無形固定資産合計 258,519 279,410

投資その他の資産   

敷金 1,735,362 1,704,927

その他 1,217,538 1,220,228

貸倒引当金 △73,166 △58,890

投資その他の資産合計 2,879,734 2,866,266

固定資産合計 5,133,681 5,039,338

資産合計 10,151,068 9,676,105

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,590 27,698

短期借入金 159,700 648,370

1年内償還予定の社債 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 2,216,926 1,918,008

未払法人税等 33,353 113,362

賞与引当金 81,547 109,545

その他 1,058,831 1,144,187

流動負債合計 3,831,949 4,221,172

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 3,934,712 3,320,081

その他 654,201 647,633

固定負債合計 4,618,913 3,997,714



（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) 

負債合計 8,450,862 8,218,886

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,919,572 1,839,597

資本剰余金 2,148,372 2,068,397

利益剰余金 △2,411,375 △2,494,412

自己株式 △384 △384

株主資本合計 1,656,185 1,413,198

新株予約権 44,020 44,020

純資産合計 1,700,205 1,457,218

負債純資産合計 10,151,068 9,676,105



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（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 4,297,210

売上原価 1,262,142

売上総利益 3,035,068

その他の営業収入 36,384

営業総利益 3,071,453

販売費及び一般管理費 ※1  2,854,398

営業利益 217,054

営業外収益  

受取利息 2,472

不動産賃貸料 64,786

その他 21,967

営業外収益合計 89,226

営業外費用  

支払利息 38,651

不動産賃貸原価 64,974

その他 16,547

営業外費用合計 120,173

経常利益 186,106

特別利益  

償却債権取立益 2,500

特別利益合計 2,500

特別損失  

固定資産除却損 50,111

減損損失 15,617

リース解約損 2,364

商品評価損 55,037

店舗閉鎖損失 18,641

その他 1,272

特別損失合計 143,043

税引前四半期純利益 45,562

法人税、住民税及び事業税 23,346

法人税等調整額 △60,820

法人税等合計 △37,474

四半期純利益 83,037



（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 45,562

減価償却費 81,987

減損損失 15,617

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,376

受取利息 △2,472

支払利息 38,651

店舗閉鎖損失 13,669

固定資産除却損 50,111

売上債権の増減額（△は増加） 23,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,172

仕入債務の増減額（△は減少） △6,107

その他 △73,162

小計 151,469

利息及び配当金の受取額 2,351

利息の支払額 △27,480

法人税等の支払額 △93,424

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,915

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 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △160,913

有形固定資産の売却による収入 773

貸付金の回収による収入 9,403

敷金の差入による支出 △37,162

敷金の回収による収入 25,745

その他 3,777

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,375

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） △488,670

長期借入れによる収入 1,350,000

長期借入金の返済による支出 △436,451

設備関係割賦債務の返済による支出 △94,734

リース債務の返済による支出 △1,210

株式の発行による収入 158,454

財務活動によるキャッシュ・フロー 487,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 358,927

現金及び現金同等物の期首残高 1,169,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,528,500



　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

　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

　当社は、平成20年６月24日付で、株式会社ゲオから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１

四半期会計期間において資本金が79,975千円、資本準備金が79,975千円増加し、当第１四半期会計期間末におい

て資本金が1,919,572千円、資本準備金が2,148,372千円となっております。

（６）その他注記事項

（四半期貸借対照表関係）

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
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,786,293千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,821,521千円

  ２．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。

  ２．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 2,217千円 ㈱ウィルウェイ 2,436千円

（四半期損益計算書関係）

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）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 17,823千円

給与手当 531,595千円

雑給与 561,415千円

賃借料 783,455千円

減価償却費 81,036千円

貸倒引当金繰入額 12,276千円

賞与引当金繰入額 80,819千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,528,500千円

投資その他の資産に計上されて

いる「長期性預金」
11,000千円

　　計 1,539,500千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△11,000千円

現金及び現金同等物 1,528,500千円



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

　前事業年度は連結財務諸表提出会社であり、前四半期は非連結ベースでの開示をしていないことから、（要約）

損益計算書の記載を省略しております。

 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　前事業年度は連結財務諸表提出会社であり、前四半期は非連結ベースでの開示をしていないことから、（要約）

四半期キャッシュ・フロー計算書の記載を省略しております。
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