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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 4,451 2.7 3 △98.5 △6 ― △41 ―

21年3月期第1四半期 4,333 ― 217 ― 186 ― 83 ―

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

22年3月期第1四半期 △332.13 ―

21年3月期第1四半期 721.01 ―

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

22年3月期第1四半期 11,117 2,084 18.2 16,103.11
21年3月期 10,603 2,124 19.5 16,435.24

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,026百万円 21年3月期  2,068百万円

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  

22年３月期の配当予想額については未定であります。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

9,305 8.7 △268 ― △314 ― △469 ― △3,730.10

通期 20,788 12.5 750 14.8 650 18.3 404 12.4 3,212.50



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、４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 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 125,876株 21年3月期  125,876株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7株 21年3月期  7株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 125,869株 21年3月期第1四半期 115,168株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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４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。 



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、世界規模の金融不安の影響による景況感は底を打った兆しが見えてき

たものの、企業業績、雇用環境の悪化等による消費マインドの低迷が続いており、依然として厳しい環境で推移しま

した。

  当社の関連するリユース業界におきましては、小売価格の低下を背景に高額商品の売上が伸び悩む等の影響を受け

ておりますが、資源の有効活用等による環境意識の高まりからリユースへの注目度は高く、市場ニーズは拡大傾向に

あります。

　このような状況の中、当社といたしましては、一部地域における夏物セールの実施、買取強化キャンペーンの実施

等業績拡大に努める一方、内部統制室を新設し、内部統制およびコンプライアンスの強化に努めております。

　また、事業拡大の主軸に据えて推進しております出店政策におきましては、当第1四半期会計期間に首都圏を中心に

新たに９店舗（直営７店舗、フランチャイズ２店舗）の出店を行うとともに、５店舗のリニューアルおよび２店舗の

移転を行うなど積極的に推進し、当第1四半期会計期間末の店舗数は245店舗（直営208店舗、フランチャイズ37店舗）

となりました。

　さらに、ブランド認知度向上のため継続して取り組んでおります屋号の統一につきましては、当第1四半期会計期間

に14店舗の変更を行っており、当事業年度中には「セカンドストリート」「ジャンブルストア」への屋号の統一を完

了させる予定であります。

　これらの結果、売上高は前年同四半期を上回ったものの、既存店における高額商品の売上が減少傾向で推移すると

ともに、商品買取が需要に対応できなかったこと、また、新規出店に伴う一時費用の増加ならびに商品評価損の計上

等により、営業利益は前年同四半期を下回って推移しました。

　当第1四半期会計期間の営業収益は4,451百万円（前年同四半期比2.7%増）、営業利益は3百万円（前年同四半期比

98.5％減）、経常損失は6百万円（前年同四半期は経常利益186百万円）、四半期純損失は41百万円（前年同四半期は

四半期純利益83百万円）となりました。

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513百万円増加し、11,117百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が128百万

円、有形固定資産が275百万円増加したことによるものです。

　負債は、前事業年度末より553百万円増加し、9,032百万円となりました。主な要因は、長期借入金および１年内返

済予定の長期借入金が430百万円増加したことによるものです。

　純資産は、前事業年度末より39百万円減少し、2,084百万円となりました。主な要因は、四半期純損失41百万円を計

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19.5％から1.3ポイント低下し、18.2％となりま

した。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四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、営業活動の結果得られた資金が101

百万円および財務活動の結果得られた資金が349百万円となったものの、投資活動の結果使用した資金が323百万円と

なったことにより、前事業年度末より128百万円増加し、当第１四半期会計期間末の資金残高は1,463百万円（前年同

期比4.2％減）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）

　営業活動の結果得られた資金は101百万円（前年同期比209.2％増）となりました。これは主に、減価償却費122百万

円、たな卸資産の減少額38百万円および売上債権の減少額38百万円等によるものでありますが、法人税等の支払額98

百万円等によりその一部が相殺されております。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は323百万円（前年同期比100.3％増）となりました。これは主に、固定資産の取得に

よる支出199百万円、建設協力金の支払による支出42百万円および敷金の差入による支出97百万円等によるものであり

ますが、貸付金の回収による収入9百万円および敷金の回収による収入8百万円等によりその一部が相殺されておりま

す。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は349百万円（前年同期比28.2％減）となりました。これは主に、長期借入による収入

900百万円によるものでありますが、長期借入金の返済による支出469百万円等によりその一部が相殺されております。
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３．業績予想に関する定性的情報

　市場環境は依然として厳しい状況で推移しているものの、当社の業績は計画の範囲内で推移しており、平成21年５

月11日に公表した業績予想から修正はありません。

　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品は販売単価・

量等の面で季節（気温）的な影響が大きく、四半期毎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

・たな卸資産の評価方法の変更

　商品については、従来、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっておりましたが、当第１四半期会計期間より、単品管理商品については個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、その他の商品については総平均法による原価法（貸借対照表

価額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。

　この変更は、新ＰＯＳシステムを導入し、一定金額以上の商品については単品原価情報の管理ができるように

なったため、より適正な商品評価および期間損益計算を行う目的で行ったものであります。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

－ 2 －



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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,463,614 1,335,325

売掛金 124,960 163,475

商品 2,668,061 2,706,590

その他 858,037 814,667

貸倒引当金 △7,410 △5,460

流動資産合計 5,107,263 5,014,598

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,727,218 ※1  1,570,620

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1  694,969 ※1  575,910

有形固定資産合計 2,686,021 2,410,364

無形固定資産   

のれん 146,259 165,967

その他 119,558 113,802

無形固定資産合計 265,818 279,770

投資その他の資産   

敷金 1,851,274 1,785,382

その他 1,309,249 1,218,378

貸倒引当金 △102,030 △104,610

投資その他の資産合計 3,058,493 2,899,151

固定資産合計 6,010,332 5,589,285

資産合計 11,117,596 10,603,884

負債の部   

流動負債   

買掛金 37,474 22,256

短期借入金 100,000 100,000

1年内償還予定の社債 390,000 390,000

1年内返済予定の長期借入金 1,882,085 1,736,669

未払法人税等 35,838 120,038

賞与引当金 62,583 110,610

その他 1,237,381 1,047,007

流動負債合計 3,745,362 3,526,582

固定負債   

社債 1,260,000 1,260,000

長期借入金 3,163,493 2,878,072

その他 863,958 814,903

固定負債合計 5,287,451 4,952,975



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債合計 9,032,814 8,479,557

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,987,454 1,987,454

資本剰余金 2,216,254 2,216,254

利益剰余金 △2,176,418 △2,134,613

自己株式 △408 △408

株主資本合計 2,026,882 2,068,686

新株予約権 57,899 55,639

純資産合計 2,084,782 2,124,326

負債純資産合計 11,117,596 10,603,884



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,297,210 4,398,872

売上原価 1,262,142 1,299,005

売上総利益 3,035,068 3,099,866

その他の営業収入 36,384 52,290

営業総利益 3,071,453 3,152,157

販売費及び一般管理費 ※1  2,854,398 ※1  3,148,870

営業利益 217,054 3,286

営業外収益   

受取利息 2,472 1,454

不動産賃貸料 64,786 98,825

その他 21,967 26,815

営業外収益合計 89,226 127,095

営業外費用   

支払利息 38,651 33,849

不動産賃貸原価 64,974 99,179

その他 16,547 3,429

営業外費用合計 120,173 136,457

経常利益又は経常損失（△） 186,106 △6,075

特別利益   

償却債権取立益 2,500 －

貸倒引当金戻入額 － 1,200

特別利益合計 2,500 1,200

特別損失   

固定資産除却損 50,111 24,842

減損損失 15,617 10,155

リース解約損 2,364 844

商品評価損 55,037 －

店舗閉鎖損失 18,641 9,634

その他 1,272 －

特別損失合計 143,043 45,477

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 45,562 △50,352

法人税、住民税及び事業税 23,346 26,620

法人税等調整額 △60,820 △35,168

法人税等合計 △37,474 △8,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） 83,037 △41,804



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税引前四半期純損失
（△）

45,562 △50,352

減価償却費 81,987 122,133

減損損失 15,617 10,155

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,376 △630

受取利息 △2,472 △1,454

支払利息 38,651 33,849

店舗閉鎖損失 13,669 2,207

固定資産除却損 50,111 24,842

売上債権の増減額（△は増加） 23,407 38,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,172 38,538

仕入債務の増減額（△は減少） △6,107 15,218

その他 △73,162 △8,916

小計 151,469 224,106

利息の受取額 2,351 1,455

利息の支払額 △27,480 △25,419

法人税等の支払額 △93,424 △98,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,915 101,763

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 △3,000

固定資産の取得による支出 △160,913 △199,343

固定資産の売却による収入 773 773

貸付金の回収による収入 9,403 9,256

敷金の差入による支出 △37,162 △97,489

敷金の回収による収入 25,745 8,711

建設協力金の支払による支出 － △42,300

その他 3,777 195

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,375 △323,197

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 1,350,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △436,451 △469,163

設備関係割賦債務の返済による支出 △94,734 △53,275

リース債務の返済による支出 △1,210 △27,838

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 487,387 349,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 358,927 128,289

現金及び現金同等物の期首残高 1,169,573 1,335,325

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,528,500 ※1  1,463,614



（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

　該当事項はありません。

（６）その他の注記事項

　（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,943,004千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,919,905千円

  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 1,113千円 ㈱ウィルウェイ 1,298千円

　（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※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

役員報酬 21,708千円

給与手当 574,151千円

雑給与 665,237千円

賃借料 821,957千円

減価償却費 121,262千円

貸倒引当金繰入額 2,254千円

賞与引当金繰入額 61,840千円

　（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

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） （平成21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

現金及び預金勘定 1,463,614千円

投資その他の資産に計上されて

いる「長期性預金」
23,000千円

　　計 1,486,614千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△23,000千円

現金及び現金同等物 1,463,614千円
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