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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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。 
（注）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３四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。 
     （参考）20年３月期第３四半期連結経営成績  営業収益 13,704百万円  営業利益 427百万円  経常利益 359百万円  四半期純利益 83百万円  

(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3四半期 13,884 ― 625 ― 553 ― 313 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 2,601.90 2,594.72
20年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 10,250 2,075 19.7 16,065.74
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,022百万円 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 2,906.77

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3四半期  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3四半期  7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3四半期  120,408株 20年3月期第3四半期  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３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する世界規模の金融危機の

深刻化、為替の急激な変動ならびに原油や資源価格の乱高下等から景気が急激に悪化した結果、個人消費につきま

しても消費マインドが冷え込むなど、企業を取り巻く環境は非常に厳しい状況で推移しました。

　  　　当社の関連する中古品小売業界におきましては、景気悪化の影響により高額商品の需要が伸び悩むなど、個人消

費に若干の懸念はあるものの、生活防衛意識の高まりや環境意識の高まりが追い風となり、市場規模は拡大基調に

あります。

　　　　このような状況の中、当社といたしましては、好調な需要を維持している衣料品を中心に積極的な販売活動を推

進するとともに、店舗オペレーションの改善による収益力強化に取組み、また新規出店を推進することで業績の拡

大に努めました。さらに、第２四半期会計期間に引き続き一部地域においてＴＶコマーシャルを実施するなど、認

知度の向上に努めました。

　　　　出店政策においては、当第３四半期会計期間に新たに12店（直営11店、フランチャイズ１店）の出店、２店の閉

店を行い、当第３四半期会計期間末時点における店舗数は239店（直営202店、フランチャイズ37店）となっており

ます。

　また、当社は現在、総合商材（衣料・服飾・電化・家具・生活雑貨等）を取り扱う「セカンドストリート」およ

び「Ｄｏｋi－Ｄｏｋｉ」と衣料・服飾品に特化した専門店である「ジャンブルストア」を展開しておりますが、店

舗名の統一によるブランドの認知向上に取組み、「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ」の屋号を持つ店舗の「セカンドストリー

ト」への転換、衣料・服飾特化業態で別の屋号を持つ店舗の「ジャンブルストア」への転換を推進しております。

　　　　こうした流れの中で、当第３四半期会計期間において５店舗を「セカンドストリート」に転換いたしました。今

後もこの活動を推進し、「セカンドストリート」「ジャンブルストア」のブランドの認知度向上に取組んでまいり

ます。

　　　　上記の結果、当第３四半期会計期間の売上高は5,288百万円、その他の営業収入は34百万円、経常利益は483百万

円、四半期純利益は305百万円となりました。

　　　　なお、平成21年３月期第１四半期会計期間および第２四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）および第２四半期決算短信（平成20年11月６

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574百万円増加し、10,250百万円となりました。主な要因は、商品が119百万円、有

形固定資産が480百万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44百万円減少し、8,174百万円となりました。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548百万円、長期借入金および１年以内返済予定の長期借入金

が1,057百万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618百万円増加し、2,075百万円となりました。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313百万円を計上した

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5.1ポイント改善し、19.7％となり

ました。

　　（２）キャッシュ・フローの状況

　　　　当第３四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、営業活動において資金の増加が

ありましたが、投資活動および財務活動における借入金の返済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41百万円減少し、当第３四半期会計期間末の資金残高は1,128百万円となっております。

　　　　当第３四半期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）

　　　　営業活動の結果増加した資金は655百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益333百万円を計上ほか、

減価償却費285百万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644百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出589百万円があっ

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）

　　　　財務活動の結果減少した資金は52百万円となりました。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548百万円、長期借入金の返済による支出3,807

百万円のほか、社債の償還による支出230百万円があったことによるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年11月6日に公表いたしました業績予想から修正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」および「ジャンブルストア」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、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３四半期累計期間の営業利益および経常利益がそれぞれ23,423千円、税引前四半期純利益

が78,460千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、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、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、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３四半期累計期間の経常利益および税引前四半期純利益がそれぞれ14,760千円減少してお

ります。

　なお、当会計処理の変更が第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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,128,146 1,169,573

売掛金 150,571 150,079

商品 2,795,650 2,678,395

その他 731,515 645,778

貸倒引当金 △14,140 △7,060

流動資産合計 4,791,743 4,636,767

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,639,562 ※1  1,423,881

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1  470,353 ※1  205,946

有形固定資産合計 2,373,749 1,893,660

無形固定資産   

のれん 185,674 244,797

その他 87,401 34,613

無形固定資産合計 273,076 279,410

投資その他の資産   

敷金 1,816,210 1,704,927

その他 1,103,684 1,220,228

貸倒引当金 △108,150 △58,890

投資その他の資産合計 2,811,744 2,866,266

固定資産合計 5,458,571 5,039,338

資産合計 10,250,314 9,676,105

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,179 27,698

短期借入金 100,000 648,370

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 1,585,641 1,918,008

未払法人税等 83,577 113,362

賞与引当金 58,581 109,545

その他 1,123,384 1,144,187

流動負債合計 3,402,363 4,221,172

固定負債   

社債 1,440,000 30,000

長期借入金 2,595,111 3,320,081

その他 737,281 647,633

固定負債合計 4,772,392 3,997,714

負債合計 8,174,755 8,218,886



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 △2,181,121 △2,494,412

自己株式 △408 △384

株主資本合計 2,022,178 1,413,198

新株予約権 53,379 44,020

純資産合計 2,075,558 1,457,218

負債純資産合計 10,250,314 9,676,105



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,751,323

売上原価 4,229,306

売上総利益 9,522,016

その他の営業収入 133,137

営業総利益 9,655,153

販売費及び一般管理費 ※1  9,029,576

営業利益 625,577

営業外収益  

受取利息 8,432

不動産賃貸料 177,271

その他 86,561

営業外収益合計 272,265

営業外費用  

支払利息 116,291

不動産賃貸原価 178,008

その他 50,435

営業外費用合計 344,735

経常利益 553,107

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  

固定資産売却損 3,595

固定資産除却損 65,049

減損損失 45,620

リース解約損 5,017

商品評価損 55,037

店舗閉鎖損失 46,013

その他 1,394

特別損失合計 221,728

税引前四半期純利益 333,878

法人税、住民税及び事業税 70,644

法人税等調整額 △50,056

法人税等合計 20,587

四半期純利益 313,290



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,288,765

売上原価 1,613,314

売上総利益 3,675,451

その他の営業収入 34,664

営業総利益 3,710,116

販売費及び一般管理費 ※1  3,221,567

営業利益 488,548

営業外収益  

受取利息 2,329

不動産賃貸料 51,413

その他 33,829

営業外収益合計 87,572

営業外費用  

支払利息 37,039

不動産賃貸原価 51,691

その他 3,732

営業外費用合計 92,463

経常利益 483,658

特別損失  

固定資産除却損 2,453

減損損失 11,757

リース解約損 1,697

店舗閉鎖損失 17,016

特別損失合計 32,924

税引前四半期純利益 450,733

法人税、住民税及び事業税 23,718

法人税等調整額 121,747

法人税等合計 145,465

四半期純利益 305,268



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 333,878

減価償却費 285,275

減損損失 45,620

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,340

受取利息 △8,432

支払利息 116,291

貸倒損失 17,125

店舗閉鎖損失 21,900

固定資産売却損益（△は益） 3,595

固定資産除却損 65,049

売上債権の増減額（△は増加） △491

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,078

仕入債務の増減額（△は減少） 3,480

その他 18,754

小計 834,310

利息及び配当金の受取額 8,063

利息の支払額 △93,279

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 655,427

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 △9,000

有形固定資産の取得による支出 △589,033

有形固定資産の売却による収入 3,010

貸付金の回収による収入 28,213

敷金の差入による支出 △149,053

敷金の回収による収入 61,788

その他 9,489

投資活動によるキャッシュ・フロー △644,584

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） △548,370

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 △3,807,337

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 △271,211

リース債務の返済による支出 △16,495

株式の発行による収入 288,881

自己株式の取得による支出 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,427

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  1,128,146



　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３四半期累計

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３四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３四半期会計期間末
（平成20年12月31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

1,877,051千円

※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 1,779千円 ㈱ウィルウェイ 2,436千円

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 61,253千円

給与手当及び賞与 1,725,812千円

雑給与 1,791,484千円

賃借料 2,396,602千円

減価償却費 282,485千円

貸倒引当金繰入額 60,780千円

賞与引当金繰入額 58,581千円

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 21,708千円

給与手当及び賞与 535,302千円

雑給与 647,453千円

賃借料 821,822千円

減価償却費 109,180千円

貸倒引当金繰入額 46,870千円

賞与引当金繰入額 58,581千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,128,146千円

投資その他の資産に計上されて

いる「長期性預金」
17,000千円

　　計 1,145,146千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△17,000千円

現金及び現金同等物 1,128,146千円



「参考資料」

前年同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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