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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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9月期第1四半期 3,026 △5.1 324 △26.4 245 △30.6 △109 ―
20年9月期第1四半期 3,190 16.1 440 △3.3 354 △5.6 149 259.9

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9月期第1四半期 △3.02 ―
20年9月期第1四半期 4.12 ―

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9月期第1四半期 18,341 7,719 42.1 213.11
20年9月期 18,581 7,830 42.1 216.17

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  7,719百万円 20年9月期  7,830百万円

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9月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 7,076 4.7 944 4.5 760 6.8 139 51.1 3.85
通期 14,601 5.0 1,976 9.1 1,609 5.2 572 0.6 15.81

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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) 四半期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（四半期連結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） 

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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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11月28日に公表しました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．当連結会計年度より「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  14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．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、実績等は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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9月期第1四半期  36,223,850株 20年9月期  36,223,850株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  567株 20年9月期  567株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  36,223,283株 20年9月期第1四半期  36,223,283株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結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、米国に端を発する世界的な金融市場の混乱や、株価の大幅下落、雇用不安な

どにより景気の後退が鮮明になりました。また、生活防衛意識の高まりから消費マインドは低迷し、われわれ小売業

を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。 

 このような状況におきまして、当社は子会社の株式会社大黒屋が所有するブランド品リサイクルのノウハウを活用

した、中古ブランド品のインターネットによる買取と販売を当社が行なうことで、グループとして買取先、販売先の

多様化・拡大に取り組んでおりますが、当第1四半期での売上の計上には至っておりません。 

 質屋、古物売買業におきましては、景気の後退が鮮明となり、雇用不安などから生活防衛意識の高まりなどにより

消費マインドは低迷し、店舗売上は対計画比10％ほどの落ち込みとなりました。また、業者間の売買も低迷し粗利益

率も大きく低下しております。さらに、商品の買い取りの落ち込みが激しく今後の動向が懸念されます。 

 この結果、当第1四半期会計期間の連結売上高は3,026百万円、連結営業利益は324百万円，連結経常利益は245百万

円となりました。また、平成21年１月27日に公表した「和解による訴訟の解決に関するお知らせ」に記載した和解金

280百万円を訴訟損失引当金繰入額として特別損失に計上したことにより、四半期純損失は109百万円となりました。

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

    資産、負債および純資産の状況 

   （1）資産の部 

      当第１四半期末における資産残高は18,341百万円となり、前連結会計年度末に比べて239百万円の減少とな 

     りました。その主な要因は、たな卸資産の減少額239百万円によるものであります。 

   （2）負債の部 

      当第１四半期末における負債残高は10,621百万円となり、前連結会計年度末に比べて129百万円の減少とな 

     りました。これは主に長期借入金150百万円の返済によるものであります。 

   （3）純資産の部 

      当第１四半期末における純資産残高は7,719百万円となり、前連結会計年度末に比べて110百万円の減少とな

     りました。これは主に当第１四半期連結純損失109百万円を計上したことによるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社は、平成21年1月27日付開示「和解による訴訟の解決及び特別損失計上に関するお知らせ」のとおり、東京地

方裁判所において、ステファニー化粧品株式会社より損害賠償請求訴訟を提起されておりましたが、同裁判所により

調停がなされ、平成21年1月27日付で和解が成立しました。和解金は280百万円で平成21年1月30日までに支払うこと

になりました。これに伴い、和解金280百万円は特別損失に計上することとなるため、平成21年9月期第2四半期連結

累計期間及び通期の業績予想を修正いたしました。詳しくは、本日別途公表いたしました「平成21年9月期の第2四半

期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税率を

乗じて計算する方法によっております。 

 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。 

（３）四半期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 

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,123,678 1,909,070

売掛金 197,446 195,636

商品 2,816,473 3,056,126

繰延税金資産 579,045 594,469

営業貸付金 1,599,018 1,664,145

その他 87,639 62,606

貸倒引当金 △6,822 △6,578

流動資産合計 7,396,479 7,475,475

固定資産   

有形固定資産 755,890 773,517

無形固定資産   

のれん 9,665,687 9,805,770

その他 23,742 26,542

無形固定資産合計 9,689,429 9,832,312

投資その他の資産 499,871 500,294

固定資産合計 10,945,191 11,106,124

資産合計 18,341,671 18,581,600

負債の部   

流動負債   

短期借入金 236,000 241,000

１年以内返済の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 74,454 270,593

賞与引当金 22,613 59,807

ポイントカード引当金 183,322 151,486

訴訟損失引当金 280,000 －

その他 138,076 137,293

流動負債合計 1,534,468 1,460,181

固定負債   

長期借入金 9,050,000 9,200,000

退職給付引当金 20,879 26,893

その他 16,600 64,100

固定負債合計 9,087,479 9,290,993

負債合計 10,621,947 10,751,174



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 2,133,292 2,133,292

利益剰余金 1,588,346 1,697,737

自己株式 △603 △603

株主資本合計 7,721,035 7,830,426

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,311 －

評価・換算差額等合計 △1,311 －

純資産合計 7,719,723 7,830,426

負債純資産合計 18,341,671 18,581,600



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,026,513

売上原価 2,007,096

売上総利益 1,019,417

販売費及び一般管理費 694,756

営業利益 324,660

営業外収益  

受取保険金 2,186

その他 8,350

営業外収益合計 10,537

営業外費用  

支払利息 88,420

その他 1,099

営業外費用合計 89,520

経常利益 245,677

特別損失  

投資有価証券評価損 2,460

訴訟損失引当金繰入額 280,000

特別損失合計 282,460

税金等調整前四半期純利益 △36,782

法人税、住民税及び事業税 72,608

四半期純利益 △109,390



  当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い

 四半期連結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）重要な後発事象（訴訟関係） 

     当社は、ステファニー化粧品株式会社から、当社に依頼したシステム開発について当社の責任においてその完

    成がされず、同開発にかかる請負契約を解除し、請負代金その他の損害賠償請求訴訟（540百万円）を平成19年9

    月10日付（訴状到達日平成19年9月13日）で東京地方裁判所に提訴されておりました。 

     当社では、上記本訴に対して同社の契約違反により、解除を余儀なくされ、当社の逸失利益を含む費用相当額

    の損害を被った事による損害賠償を求め、平成20年2月15日付で反訴（総額121百万円、その後5月19日に請求額 

    を142百万円に変更）を提訴しておりました。 

     今般、東京地方裁判所により調停がなされ、平成21年1月27日付で和解が成立し、和解金280百万円は平成21年

        1月30日までに支払うことになりました。これに伴い、和解金280百万円は当第１四半期の特別損失に計上いたし

    ました。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年9月期 
第1四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,190,799 

Ⅱ 売上原価 2,080,246 

売上総利益 1,110,552 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 669,620 

営業利益 440,931 

Ⅳ 営業外収益 5,003 

Ⅴ 営業外費用 91,786 

経常利益 354,149 

Ⅵ 特別利益 12,469 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純利益 336,618 

  法人税、住民税及び事業税 64,737 

法人税等調整額 152,636 

四半期純利益 149,243 
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