
平成21年9月期 第3四半期決算短信 

平成21年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ディーワンダーランド 上場取引所 JQ 
コード番号 9611 URL http://www.dwonderland.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 脇村 正紀
問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役副社長 （氏名） 堀内 治芳 TEL 03-5421-6111
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 9,045 △12.4 901 △35.7 658 △41.6 56 △85.5
20年9月期第3四半期 10,332 25.3 1,402 7.8 1,128 7.5 388 140.8

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3四半期 1.57 ―
20年9月期第3四半期 10.73 ―

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3四半期 18,043 7,891 43.7 217.85
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3四半期  7,891百万円 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  無   

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 △51.7 243 ― 6.70
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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、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) 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） 

(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．本資料における通期の連結業績予想は、平成21年5月14日に公表しました業績予想に準じております。 
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3四半期 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3四半期  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3四半期 36,223,283株 20年9月期第3四半期 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混

乱や景気後退により、厳しい経済環境が続いておりますが、わが国を始め欧米各国等による経済対策、金融安定化策

等の景気対策の効果が出始め、株式市場の回復等、経済安定化の兆しが見え始めております。しかしながら、依然と

して雇用情勢の悪化並びに、個人消費の低迷等により景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　このような状況におきまして、当社は、中古ブランド品のインターネットによる買取と販売を行うことで、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、人材不足に伴うインターネット事業への立ち遅れ

などにより、当第３四半期累計期間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、景気減速に伴う個人消費減退の影響等によって、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しました。また、商品の買取仕入につきましても、個人消費減退の影響

から商品が出回らず、さらに売上高の減少に伴い適正な買取価格を目指したことかなどから、減少傾向が続いており

ます。利益面につきましては、景気の減速、円高等の影響を受けて、販売価格の低下が著しく、また業者間の売買も

低迷しており、粗利益率の低下が続いております。

　この結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は9,045百万円、連結営業利益は901百万円、連結経常利益は658百万

円、連結純利益は56百万円となりました。

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３四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364百万円となる一方、売上債権及びたな卸資産が減少したことにより、当第３四半期

連結累計期間には618百万円の増加となりました。

　当第３四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３四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1,143百万円となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益の計上364百万円、のれん償却額が420百万円、棚卸資産が642百万円減少した一方で、法人税等の支

払391百万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３四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71百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出21百万円及び無形固定資産の取得による支出50百万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３四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454百万円となりました。これは４百万円の短期

借入金および450百万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

 

　平成21年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に発表いたしました業績予想から変更はご

ざいません。

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
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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、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。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 2,527,592 1,909,070

売掛金 213,227 195,636

商品 2,415,026 3,056,125

繰延税金資産 594,469 594,469

営業貸付金 1,529,927 1,664,145

その他 107,072 62,606

貸倒引当金 △7,179 △6,578

流動資産合計 7,380,135 7,475,475

固定資産   

有形固定資産 718,683 773,517

無形固定資産   

のれん 9,385,522 9,805,770

その他 57,614 26,542

無形固定資産合計 9,443,136 9,832,312

投資その他の資産   

投資その他の資産 504,341 502,734

貸倒引当金 △2,490 △2,440

投資その他の資産合計 501,851 500,294

固定資産合計 10,663,671 11,106,124

資産合計 18,043,806 18,581,600

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,149 8,652

短期借入金 237,000 241,000

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 184,639 270,593

賞与引当金 27,127 59,807

ポイントカード引当金 156,595 151,486

その他 146,427 128,641

流動負債合計 1,362,939 1,460,181

固定負債   

長期借入金 8,750,000 9,200,000

退職給付引当金 22,974 26,893

その他 16,600 64,100

固定負債合計 8,789,574 9,290,993

負債合計 10,152,513 10,751,174
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,754,613 1,697,737

自己株式 △603 △603

株主資本合計 7,887,302 7,830,426

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,990 －

評価・換算差額等合計 3,990 －

純資産合計 7,891,292 7,830,426

負債純資産合計 18,043,806 18,581,600
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,045,255

売上原価 6,053,818

売上総利益 2,991,437

販売費及び一般管理費 2,089,865

営業利益 901,572

営業外収益  

受取保険金 4,336

その他 17,440

営業外収益合計 21,776

営業外費用  

支払利息 258,374

その他 6,835

営業外費用合計 265,210

経常利益 658,139

特別利益  

固定資産売却益 178

その他 281

特別利益合計 459

特別損失  

固定資産除却損 5,741

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 293,946

税金等調整前四半期純利益 364,651

法人税等 307,775

四半期純利益 56,875
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,150,330

売上原価 2,120,138

売上総利益 1,030,192

販売費及び一般管理費 684,214

営業利益 345,977

営業外収益  

その他 5,617

営業外収益合計 5,617

営業外費用  

支払利息 82,595

その他 5,736

営業外費用合計 88,331

経常利益 263,263

特別利益  

その他 281

特別利益合計 281

特別損失  

固定資産除却損 5,526

特別損失合計 5,526

税金等調整前四半期純利益 258,017

法人税等 134,252

四半期純利益 123,764

㈱ディーワンダーランド（9611）平成21年9月期　第3四半期決算短信

8



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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  

税金等調整前四半期純利益 364,651

減価償却費 90,160

のれん償却額 420,247

貸倒引当金の増減額（△は減少） 651

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,680

ポイントカード引当金の増減額（△は減少） 5,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,919

受取利息及び受取配当金 △1,548

支払利息 258,374

有形固定資産売却損益（△は益） △178

有形固定資産除却損 5,741

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） 116,626

たな卸資産の増減額（△は増加） 642,260

仕入債務の増減額（△は減少） 2,497

未払金の増減額（△は減少） △9,088

その他 △67,803

小計 1,794,908

利息及び配当金の受取額 1,548

利息の支払額 △260,863

法人税等の支払額 △391,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,948

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 △21,817

有形固定資産の売却による収入 495

無形固定資産の取得による支出 △50,000

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 △71,329

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 △4,000

長期借入金の返済による支出 △450,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △454,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 618,619

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 2,527,592
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　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３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年６月30日）

 

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
－ 9,039,595 5,460 200 9,045,255 － 9,045,255

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 － 9,039,595 5,460 200 9,045,255 － 9,045,255

営業利益 － 1,011,943 4,616 200 1,016,759 (115,186) 901,572

　（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

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 

 

 

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年６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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年６月30日）

　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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,332,708

Ⅱ　売上原価 6,805,335

売上総利益 3,527,372

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,124,629

営業利益 1,402,743

Ⅳ　営業外収益 14,510

Ⅴ　営業外費用 289,112

経常利益 1,128,141

Ⅵ　特別利益 29,193

Ⅶ　特別損失 38,623

税金等調整前四半期純利益 1,118,711

法人税、住民税及び事業税 258,695

法人税等調整額 471,353

四半期純利益 388,663
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日）

前年同四半期
（平成20年９月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

 1.  税金等調整前四半期（当期）純利益　 1,118,711

 2.  減価償却費　 86,320

 3.  減損損失　 1,376

 4.  のれん償却額　 420,247

 5.  新株予約権戻入益　 △10,476

 6.  貸倒引当金の増加または減少額（△）　 1,676

 7.  賞与引当金の増加または減少額（△）　 53,043

 8.  ポイントカード引当金の増加または減少額（△）　 △16,290

 9.  退職給付引当金の増加額または減少額（△） 3,983

10.  役員退職慰労引当金の増加額　 △10,753

11.  受取利息及び受取配当金　 △1,440

12.  支払利息、借入手数料等　 271,181

13.  固定資産売却益　 △2,044

14.  固定資産除却損　 8,284

15.  投資有価証券評価損　 24,575

16.  売上債権の増加額（△）または減少額　 10,272

17.  たな卸資産の増加額または減少額（△）　 △444,773

18.  未払金の増加額または減少額（△）　 6,697

19.  その他　 △40,684

小計 1,479,908

20.  利息及び配当金の受取額　 1,440

21.  利息の支払額　 △276,412

22.  法人税等の支払額　 △250,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 954,671

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

 1.  固定資産の取得による支出　 △133,263

 2.  固定資産の売却による収入　 4,095

 3.  差入保証金等の支出　 △70,864

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,032

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

 1.  短期借入金の純増減額　 166,000

 2.  長期借入金の返済による支出　 △450,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,000

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加額（又は減少額） 470,638

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四半期末残高 1,589,895
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日　至平成20年６月30日）

 

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
－ 10,326,839 5,472 397 10,332,708 － 10,332,708

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 － 10,326,839 5,472 397 10,332,708 － 10,332,708

営業利益 － 1,544,208 4,580 397 1,549,186 (146,442) 1,402,743

　（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

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 

 

〔所在地別セグメント情報〕

　前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日　至平成20年６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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

６．その他の情報

 

　該当事項はありません。
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