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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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2四半期 5,894 △12.7 555 △38.5 394 △44.6 △66 ―
20年9月期第2四半期 6,756 20.6 904 △0.9 711 △4.9 92 △60.2

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9月期第2四半期 △1.85 ―
20年9月期第2四半期 2.55 ―

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2四半期 18,083 7,761 42.9 214.26
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2四半期  7,761百万円 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 ― ― ― ― ―
21年9月期 ― ―
21年9月期 

（予想）
― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,927 △14.2 1,151 △38.8 739 △51.7 △60 ― △1.67



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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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、通期を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．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2四半期 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2四半期  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2四半期 36,223,283株 20年9月期第2四半期 36,223,283株



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2四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を契機とした国際金融市場の混乱、米国企

業の破綻、更には為替の急激な変動に加え原油・資源価格の乱高下等、企業を取り巻く環境は依然厳しい状況が続い

ており、景気の後退が急速に進行しております。個人消費につきましても、景気の急激な悪化に伴い、消費者心理は

冷え込んでまいり買い控え傾向が強まっております。 

 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2四半期での売上の計上には至りませんでした。 

 質屋、古物売買業におきましては、景気の減速、地金相場の変動、円高等により、宝石・貴金属、高額時計、ブラ

ンドバッグ等の買取及び販売相場が影響を受けるとともに、景気減速に伴う個人消費減退の影響等によって、当社売

上高は第1四半期会計期間以降大きく減少し、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 利益面につきましては、景気の減速、円高等の影響を受け、販売価格の低下傾向が著しく、業者間の売買も低迷

し、一方で商品の買取りの落ち込みが激しく粗利益率は低下しております。 

 この結果、当第2四半期累計期間の連結売上高は5,894百万円、連結営業利益は555百万円、連結経常利益は394百万

円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

    キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期連結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、借入金の返済による支

   出や税金等調整前四半期純利益が106百万円となる一方、売上債権及びたな卸資産が減少したことにより、当第２ 

   四半期連結累計期間には285百万円の増加となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は642百万円となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益の計上106百万円、のれん償却額が280百万円、棚卸資産が363百万円減少した一方で、法人税等の

支払253百万円があったことなど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） 

  当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は46百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出46百万円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） 

   当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は311百万円となりました。これは11百万円の短 

  期借入金および300百万円の長期借入金を返済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 

 景気の減速、地金相場の変動、円高等により宝石・貴金属、高額時計、ブランドバッグ等の買取及び販売相場が影

響を受けるとともに、景気減速に伴う個人消費の減退の影響を受け、当社は売上高及び粗利益率の確保が難しい状況

となっております。第3四半期会計期間以降においても、当社業績は引き続き厳しい状況となることが予想され、通

期業績の計画値確保が困難な状況となっております。 

 以上の結果、平成21年2月2日に発表した平成21年9月期の第2四半期累計期間及び通期業績予想を修正しておりま

す。修正内容につきましては、本日発表しております「平成21年9月期第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。 

 なお、こ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）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 

     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。 

  （４）棚卸資産の評価に関する会計基準についての変更 

     通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１

    四半期連結会計期間より「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、個別法による原価法（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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 



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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 2,194,183 1,909,070

売掛金 196,111 195,636

商品 2,693,239 3,056,125

繰延税金資産 594,469 594,469

営業貸付金 1,527,087 1,664,145

その他 57,585 62,606

貸倒引当金 △7,838 △6,578

流動資産合計 7,254,838 7,475,475

固定資産   

有形固定資産 734,522 773,517

無形固定資産   

のれん 9,525,605 9,805,770

その他 70,107 26,542

無形固定資産合計 9,595,713 9,832,312

投資その他の資産   

投資その他の資産 500,715 502,734

貸倒引当金 △2,490 △2,440

投資その他の資産合計 498,225 500,294

固定資産合計 10,828,459 11,106,124

資産合計 18,083,298 18,581,600

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,822 8,652

短期借入金 230,000 241,000

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 192,612 270,593

賞与引当金 56,448 59,807

ポイントカード引当金 177,150 151,486

その他 119,927 128,641

流動負債合計 1,382,962 1,460,181

固定負債   

長期借入金 8,900,000 9,200,000

退職給付引当金 22,665 26,893

その他 16,600 64,100

固定負債合計 8,939,265 9,290,993

負債合計 10,322,227 10,751,174



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 1,630,848 1,697,737

自己株式 △603 △603

株主資本合計 7,763,537 7,830,426

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,466 －

評価・換算差額等合計 △2,466 －

純資産合計 7,761,070 7,830,426

負債純資産合計 18,083,298 18,581,600



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,894,924

売上原価 3,933,679

売上総利益 1,961,245

販売費及び一般管理費 1,405,650

営業利益 555,594

営業外収益  

受取保険金 4,336

その他 11,822

営業外収益合計 16,159

営業外費用  

支払利息 175,779

その他 1,099

営業外費用合計 176,879

経常利益 394,874

特別利益  

固定資産売却益 178

特別利益合計 178

特別損失  

固定資産除却損 214

投資有価証券評価損 3,805

訴訟関連損失 284,400

特別損失合計 288,419

税金等調整前四半期純利益 106,633

法人税等 173,522

四半期純損失（△） △66,889



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,868,411

売上原価 1,926,583

売上総利益 941,828

販売費及び一般管理費 710,893

営業利益 230,934

営業外収益  

受取保険金 2,150

その他 3,471

営業外収益合計 5,622

営業外費用  

支払利息 87,358

営業外費用合計 87,358

経常利益 149,197

特別利益  

固定資産売却益 178

特別利益合計 178

特別損失  

固定資産除却損 214

投資有価証券評価損 1,345

訴訟関連損失 4,400

特別損失合計 5,959

税金等調整前四半期純利益 143,416

法人税等 100,914

四半期純利益 42,501



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 106,633

減価償却費 53,255

のれん償却額 280,164

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,310

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,358

ポイントカード引当金の増減額（△は減少） 25,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,227

受取利息及び受取配当金 △1,209

支払利息 175,779

有形固定資産売却損益（△は益） △178

有形固定資産除却損 214

投資有価証券評価損益（△は益） 3,805

売上債権の増減額（△は増加） 136,582

たな卸資産の増減額（△は増加） 363,135

仕入債務の増減額（△は減少） △1,829

未払金の増減額（△は減少） △26,636

その他 △44,052

小計 1,065,053

利息及び配当金の受取額 1,209

利息の支払額 △170,484

法人税等の支払額 △253,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 642,494

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △46,770

有形固定資産の売却による収入 495

投資有価証券の取得による支出 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,282

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △11,000

長期借入金の返済による支出 △300,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 285,211

現金及び現金同等物の期首残高 1,908,972

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,194,183



 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。 

（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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業の区分方法 

      事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主な製品・事業内容等 

    ３．営業費用のうち配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めた金額は、83,455千円であり、そ 

      の主なものは当社の管理部門に係る費用であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 
（千円） 

質屋、古物
販売業 
（千円） 

不動産賃貸
事業 
（千円） 

その他の
事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
－ 5,891,130 3,648 146 5,894,924 － 5,894,924 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － 

計 － 5,891,130 3,648 146 5,894,924 － 5,894,924 

営業費用 － 5,255,248 625 － 5,255,874 83,455 5,339,330 

営業利益（又は

営業損失） 
－ 635,881 3,022 146 639,050 (83,455) 555,594 

事業区分 主要製品・事業内容等 

 ＩＴソリューション事業   受託システム開発事業  

  質屋・古物販売業 
 中古ブランドの買取及び商品販売、 

 質屋営業法に基づ事業  

 不動産賃貸業   商業ビル・駐車場管理業  

 その他の事業  ゲームソフトロイヤリティの受取り  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   6,756,031 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,448,655 65.8 

売上総利益   2,307,375 34.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,403,370 20.8 

営業利益   904,005 13.4 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 782     

２．受取配当金 309     

３．受取保険金 1,230     

４．企業年金剰余分配金 2,215     

５．古物協議返還金 1,987     

６．その他 3,265 9,790 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 185,577     

２．その他 16,237 201,814 3.0 

経常利益   711,981 10.5 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 1,854     

２．新株予約権戻入益 10,476     

３．ポイントカード引当金 
  戻入益 

4,321     

４．その他 773 17,424 0.3 

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 1,376     

２．固定資産除却損 8,180     

３．投資有価証券評価損 37,710     

４．その他 4,387 51,654 0.8 

税金等調整前中間純利益   677,751 10.0 

法人税、住民税及び事業
税 

151,086     

法人税等調整額 434,230 585,317 8.6 

中間純利益   92,434 1.4 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
   至 平成20年３月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前四半期純利益 677,751 

 減価償却費 55,013 

 減損損失 1,376 

 のれん償却額  280,164 

 新株予約権戻入益  △10,476 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  1,682 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  2,256 

 ポイントカード引当金の増減額（△は減少）  △4,321 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  3,034 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △10,753 

 受取利息及び受取配当金  △1,092 

 支払利息、借入手数料等  185,577 

 固定資産売却益  △1,854 

 固定資産除却損  8,180 

 投資有価証券評価損 37,710 

 売上債権の増減額（△は減少）  73,159 

 たな卸資産の増減額（△は減少） △434,080 

 未払金の増減額（△は減少） 24,351 

 その他  △56,942 

小計 830,739 

 利息及び配当金の受取額  1,092 

 利息の支払額  △189,436 

 法人税等の支払額 △165,653 

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,741 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 固定資産の取得による支出 △131,813 

 固定資産の売却による収入  2,666 

 その他 △79,947 

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,094 

Ⅲ 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 123,000 

 長期借入金の返済による支出 △300,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,647 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,119,256 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,209,904 



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（平成19年10月１日～平成20年３月31日） 

 （注）１．事業の区分方法 

 事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主な製品・事業内容等 

３．営業費用のうち配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めたものは、当社の管理部門に係る費

用であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

     海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 
（千円） 

質屋、古
物販売業 
（千円） 

不動産賃
貸事業 
（千円） 

その他の
事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 － 6,752,123 3,656 251 6,756,031 － 6,756,031 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － 

計 － 6,752,123 3,656 251 6,756,031 － 6,756,031 

営業費用 － 5,748,212 598 － 5,748,810 103,215 5,852,025 

営業利益（又は営業損失） － 1,003,911 3,057 251 1,007,221 (103,215) 904,005 

事業区分 主要製品・事業内容等 

ＩＴソリューション事業 受託システム開発事業 

質屋、古物販売業 
中古ブランド品の買取及び商品販売、質屋営業法に基づ

く事業 

不動産賃貸業 商業ビル・駐車場管理業 

その他の事業 ゲームソフトロイヤリティの受取り 
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