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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）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) 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2四半期 8,561 ― 131 ― 63 ― 8 ―

20年3月期第2四半期 8,393 ― △246 ― △287 ― △487 ―

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2四半期 67.94 67.80
20年3月期第2四半期 △4,295.25 ―

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2四半期 10,459 1,768 16.4 13,640.48
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2四半期  1,716百万円 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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 18,400 1.3 750 19.4 650 27.8 350 29.3 2,964.39

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．その他をご覧下さい。  

(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2四半期  125,876株 20年3月期  113,574株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  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2四半期  118,068株 20年3月期第2四半期  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．平成20年５月８日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しております。 
 ２．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下さい。 
 ３．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２四半期会計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の不安定さや世界的な景気減速等の影響により、景

気の後退局面入りが懸念されることとなりました。

　  　　一方、中古品小売業界におきましては、環境意識の高まりを背景に市場規模は拡大基調となっております。

　　　　このような状況の下で、当社では、売上総利益率および人件費率の改善、ならびに在庫コントロールの効率化に

継続して取組み、当第２四半期会計期間における既存店業績は引き続き好調に推移いたしました。また、一部地域

においてＴＶコマーシャルを取り入れ、さらなる認知度の向上を目的とした戦略を講じました。

　　　　出店政策においては、当第２四半期会計期間において新たに出店５店（直営４店、フランチャイズ１店）を行い、

第１四半期会計期間と合わせ、すでに13店の新店を出店した結果、当第２四半期会計期間末時点における店舗数は

229店（直営193店、フランチャイズ36店）となっており、着実に規模の拡大を図っております。また、当社では、

「セカンドストリート」ブランドの認知度向上と浸透を目指しており、その一環として、「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ」

の屋号を持つ店舗の、「セカンドストリート」へのリニューアルも進めており、当第２四半期会計期間において４

店舗を、第１四半期会計期間と合わせれば15店舗をセカンドストリートに転換いたしました。

　　　　さらに、今後のさらなる規模の拡大を踏まえ、とりわけ重要な要素となる人材育成において、階層別研修制度の

構築と推進に励み、その強化に積極的に取り組んでおります。

　　　　こうした状況の下で、当第２四半期会計期間の売上高は4,165百万円、その他の営業収入は62百万円、経常損失は

122百万円となり、四半期純損失は75百万円となりました。

　　　　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。　

　　　　平成21年３月期第１四半期会計期間に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半期

決算短信（平成20年８月７日開示）をご参照ください。

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783百万円増加し、10,459百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が144百

万円、商品が174百万円、有形固定資産が286百万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472百万円増加し、8,691百万円となりました。主な要因は、社債および１年以内償還

予定社債が1,570百万円増加しましたが、短期借入金が348百万円、長期借入金および１年以内返済予定の長期借入

金が620百万円減少し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310百万円増加し、1,768百万円となりました。主な要因は、第三者割当増資ならび

に新株予約権の行使により資本金および資本準備金が295百万円増加したほか、四半期純利益８百万円を計上したこ

とによるものであります。自己資本比率については、前事業年度の14.6％から1.8ポイント改善し、16.4％となりま

した。

　　（２）キャッシュ・フローの状況

　　　　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務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144百万円増加し、当第２四半期会計期間末の資金残高は1,314百万円となっております。

　　　　当第２四累計累計期間における各キャッシュ・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99百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失116百万円を計上したこ

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419百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出381百万円があっ

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664百万円となりました。これは主に、長期借入金による収入2,750百万円、社債

の発行による収入1,782百万円がありましたが、短期借入金の純減少額348百万円、長期借入金の返済による支出

3,370百万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２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月８日付けの「平

成20年３月期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の業績予想を修正いたしました。

　当第２四半期累計期間におきましては、新規出店計画において若干の遅れが生じ、新店として見込んでいた売上高

および営業利益が未達に終わったものの、既存店の収益は、例年、主力商材である中古衣料の売上高が低くなる夏場

においても好調に推移し、当初予想を上回る実績を計上することができました。

　営業収益においては、既存店におけるセールおよび店舗周辺への折込広告等による効果から、期間全体に渡って好

調を維持し、新店における未達を補いました。

　利益面においては、店舗の閉鎖ならびに固定資産の評価見直しによる特別損失の発生はあったものの、売上総利益

率の改善および販売管理費の圧縮等、既存店収益の改善に向け継続して取組んできた施策が効果を発し、店舗収益が

大きく改善されたことから、営業利益、経常利益および四半期純利益が当初予想を大きく上回ることとなりました。

　通期におきましては、既存店収益は計画を上回るレベルで推移しているものの、新店収益として見込んでいた部分

に若干の遅れが生じており、また社会的に金融不安による景気の不透明感が増してきているといった要因を加味し、

業績予想を営業利益750百万円、経常利益650百万円、当期純利益350百万円に修正いたします。

　平成20年５月８日の決算短信で発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。

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

　前回発表予想（Ａ） 18,400 650 550 300 2,641 57

　今回修正予想（Ｂ） 18,400 750 650 350 2,964 39

　増減額（Ｂ－Ａ） － 100 100 50  －

　増減率（％） － 15.4 18.2 16.7  －

　（ご参考）前期単体実績 18,161 630 510 271 2,388 68

　なお、上記の業績予想修正に関しましては、平成20年10月30日付で、「平成21年３月期 業績予想の修正に関するお

知らせ」として別途公表させていただいております。



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

　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、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、当第２四半期累計期間の営業利益および経常利益がそれぞれ19,130千円減少し、税引前四半期

純損失が74,168千円増加しております。

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、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。 

4.　従来、社債発行費の処理方法は３年間にわたり均等償却しておりましたが、当第２四半期会計期間より「繰

延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実務対応報告第19号）

を適用し、当第２四半期会計期間において発生した社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。

　これにより、当第２四半期累計期間の経常利益が14,760千円減少し、税引前四半期純損失が14,760千円増加

しております。

　なお、当会計処理の変更が当第２四半期会計期間に行われたのは、上記実務対応報告の適用事業年度以後、

第１四半期会計期間末まで社債の発行はなく、社債発行費も発生していなかったためであり、第１四半期会計

期間におよぼす影響はありません。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 1,314,434 1,169,573

売掛金 164,643 150,079

商品 2,852,475 2,678,395

その他 759,328 645,778

貸倒引当金 △6,460 △7,060

流動資産合計 5,084,421 4,636,767

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,570,186 ※1  1,423,881

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1   346,152 ※1   205,946

有形固定資産合計 2,180,172 1,893,660

無形固定資産   

のれん 205,382 244,797

その他 31,538 34,613

無形固定資産合計 236,920 279,410

投資その他の資産   

敷金 1,770,081 1,704,927

その他 1,261,756 1,220,228

貸倒引当金 △73,599 △58,890

投資その他の資産合計 2,958,238 2,866,266

固定資産合計 5,375,331 5,039,338

資産合計 10,459,752 9,676,105

負債の部   

流動負債   

買掛金 37,775 27,698

短期借入金 300,000 648,370

1年内償還予定の社債 420,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 1,665,882 1,918,008

未払法人税等 65,443 113,362

賞与引当金 135,209 109,545

その他 1,037,324 1,144,187

流動負債合計 3,661,635 4,221,172

固定負債   

社債 1,440,000 30,000

長期借入金 2,951,339 3,320,081

その他 638,722 647,633

固定負債合計 5,030,062 3,997,714

負債合計 8,691,698 8,218,886



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,987,454 1,839,597

資本剰余金 2,216,254 2,068,397

利益剰余金 △2,486,390 △2,494,412

自己株式 △384 △384

株主資本合計 1,716,934 1,413,198

新株予約権 51,119 44,020

純資産合計 1,768,054 1,457,218

負債純資産合計 10,459,752 9,676,105



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,462,558

売上原価 2,615,992

売上総利益 5,846,565

その他の営業収入 98,472

営業総利益 5,945,037

販売費及び一般管理費 ※1  5,813,909

営業利益 131,128

営業外収益  

受取利息 6,102

不動産賃貸料 125,858

その他 52,732

営業外収益合計 184,692

営業外費用  

支払利息 79,251

不動産賃貸原価 126,317

その他 46,702

営業外費用合計 252,272

経常利益 63,548

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,900

償却債権取立益 2,500

特別利益合計 8,400

特別損失  

固定資産売却損 3,595

固定資産除却損 62,596

減損損失 33,863

リース解約損 3,319

商品評価損 55,037

店舗閉鎖損失 28,996

その他 1,394

特別損失合計 188,804

税引前四半期純損失（△） △116,855

法人税、住民税及び事業税 46,926

法人税等調整額 △171,803

法人税等合計 △124,877

四半期純利益 8,021



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,165,347

売上原価 1,353,850

売上総利益 2,811,497

その他の営業収入 62,087

営業総利益 2,873,584

販売費及び一般管理費 ※1  2,959,510

営業損失（△） △85,926

営業外収益  

受取利息 3,630

不動産賃貸料 61,071

その他 30,764

営業外収益合計 95,466

営業外費用  

支払利息 40,599

不動産賃貸原価 61,343

その他 30,155

営業外費用合計 132,098

経常損失（△） △122,558

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,900

特別利益合計 5,900

特別損失  

固定資産売却損 3,595

固定資産除却損 12,485

減損損失 18,246

リース解約損 955

店舗閉鎖損失 10,355

その他 122

特別損失合計 45,760

税引前四半期純損失（△） △162,418

法人税、住民税及び事業税 23,579

法人税等調整額 △110,982

法人税等合計 △87,402

四半期純損失（△） △75,015



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △116,855

減価償却費 175,267

減損損失 33,863

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,109

受取利息 △6,102

支払利息 79,251

店舗閉鎖損失 17,198

固定資産売却損益（△は益） 3,595

固定資産除却損 62,596

売上債権の増減額（△は増加） △14,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △174,668

仕入債務の増減額（△は減少） 10,076

その他 △25,664

小計 58,105

利息及び配当金の受取額 5,861

利息の支払額 △69,978

法人税等の支払額 △93,667

営業活動によるキャッシュ・フロー △99,679

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 △6,000

有形固定資産の取得による支出 △381,260

有形固定資産の売却による収入 1,546

貸付金の回収による収入 18,808

敷金の差入による支出 △94,802

敷金の回収による収入 34,076

その他 7,943

投資活動によるキャッシュ・フロー △419,688

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） △348,370

長期借入れによる収入 2,750,000

長期借入金の返済による支出 △3,370,867

社債の発行による収入 1,782,287

社債の償還による支出 △230,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △203,071

リース債務の返済による支出 △5,409

株式の発行による収入 289,658

財務活動によるキャッシュ・フロー 664,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,860

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  1,314,434



　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、平成20年９月24日付で、

当社第３回新株予約権および第４回新株予約権の行使による払込みを受けました。この結果、当第２四半期累計

期間において資本金が147,857千円、資本準備金が147,857千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金

が1,987,454千円、資本準備金が2,216,254千円となっております。



（６）その他の注記事項

　（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成20年９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

1,817,103千円

※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 1,998千円 ㈱ウィルウェイ 2,436千円

　（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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 39,545千円

給与手当 1,056,027千円

雑給与 1,144,030千円

賃借料 1,574,779千円

減価償却費 173,304千円

貸倒引当金繰入額 19,809千円

賞与引当金繰入額 134,482千円

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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 21,722千円

給与手当 524,432千円

雑給与 582,615千円

賃借料 791,324千円

減価償却費 92,267千円

貸倒引当金繰入額 7,532千円

賞与引当金繰入額 53,662千円

　（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,314,434千円

投資その他の資産に計上されて

いる「長期性預金」
14,000千円

　　計 1,328,434千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△14,000千円

現金及び現金同等物 1,314,434千円



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（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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