
平成21年12月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成21年10月23日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ウェアハウス 上場取引所 東 

コード番号 4724 URL http://www.warehouse.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 武藤 淳一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理統括マネージャー （氏名） 植田 季明 TEL 03-3257-1040
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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）

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12月期第3四半期 8,463 ― 545 ― 504 ― 177 ―

20年12月期第3四半期 9,135 △6.4 1,355 △24.5 1,331 △25.0 732 △25.7

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12月期第3四半期 17.86 ―

20年12月期第3四半期 69.73 ―

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12月期第3四半期 18,104 11,247 62.1 1,133.27
20年12月期 17,848 11,354 63.6 1,144.02

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  11,245百万円 20年12月期  11,326百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 12.00 ― 14.00 26.00
21年12月期 ― 12.00 ―

21年12月期 
（予想）

12.00 24.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  
 

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 11,200 △7.3 600 △58.2 540 △61.4 180 △74.5 18.14
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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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 10,728,000株 20年12月期  10,728,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  804,914株 20年12月期  804,914株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期  9,923,086株 20年12月期第3四半期 10,506,300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．上記の業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、今後様々な要因により予想値と異なる可能性があ
ります。なお、上記の予想値に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】を参照して下さい。 
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。 
３．当社は平成21年１月１日をもちまして、「株式会社シチエ」から「株式会社ウェアハウス」に商号変更しております。 
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当第３四半期累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影

響を受け、企業業績や雇用情勢の悪化、設備投資の抑制や節約志向の高まりによる個人消費の低迷等、引き続き厳

しい状況で推移しました。 

このような経済状況のもとで当社は、お客様に「ウェアハウスに行けば何か楽しい事に出会える」と思って頂け

るよう、引き続き顧客第一主義の接客に取り組んでまいりました。 

この結果、当四半期累計期間のレンタル部門売上高につきましては、景気の先行き不透明感や雇用不安などから

節約志向が高まり、個人消費が抑制されたと推測され、客数及び客単価共に減少するなど軟調な推移となり、3,155

百万円となりました。また、アミューズメント施設部門売上高につきましては、レンタル同様客数及び客単価が減

少したことなどから、既存店売上高が減少し、5,307百万円となり、その結果、全体として売上高は8,463百万円と

なりました。 

利益につきましては、売上高の減少の影響により経常利益504百万円となり、特別損失の増加等の影響により四半

期純利益は177百万円となりました。 

なお、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）を適用しているため、前年同期比は記載しておりませ

ん。 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期会計期間末の総資産は18,104百万円となり、前事業年度末と比較して498百万円の減少となりま

した。これは主に、アミューズメント機器を始めとした固定資産の減価償却等によるものです。 

また、当第３四半期会計期間末の負債は6,856百万円となり、前事業年度末と比較して417百万円の減少となり

ました。これは主に、設備未払金の減少、社債の償還等によるものです。 

なお、当第３四半期会計期間末の純資産は11,247百万円となり、前事業年度末と比較して80百万円の減少とな

りました。これは、四半期純利益による利益剰余金の増加、配当金の支払いによる利益剰余金の減少等によるも

のです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,978百万円となり、前事

業年度末と比較して409百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は2,009百万円となりました。これは主に、税

引前四半期純利益354百万円、減価償却費1,725百万円、法人税等の支払額367百万円、未払又は未収消費税等の

増減額272百万円、未払金の減少額180百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,190百万円となりました。これは主に、ア

ミューズメント施設等に係る有形固定資産の取得による支出1,616百万円、預り保証金の受入による収入390百万

円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は409百万円となりました。これは、長期借入

れによる収入800百万円、長期借入金の返済による支出571百万円、社債の償還による支出390百万円、配当金の

支払額247百万円によるものです。 

業績予想につきましては、今後の事業環境及び第４四半期会計期間の進捗状況を見極める必要があるため、前回予

想を修正いたしませんが、見直しが必要であると判断した時点で速やかに開示いたします。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理  

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に

著しい変化が認められた場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 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。 

①四半期財務諸表に関する会計基準  

 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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

 通常の販売目的で保有する商品及び貯蔵品については、従来、最終仕入原価法によっておりましたが、当第

３四半期会計期間より先入先出法による原価法（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。 

 この変更はシステムの見直しにより、より合理的なたな卸資産の評価及び適正な期間損益計算が可能になっ

たためであります。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、第１四半期会計期間から第２四半期会計期間については「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、最終仕入原価法（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。 

③リース取引に関する会計基準 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

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））及び「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ようになったことに伴

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適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

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

（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
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（追加情報） 

１．賞与引当金の計上基準 

 従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当第３四半期会計期間負担額を計上しております。  

２．キャッシュ・フロー計算書の表示について 

（１）固定資産売却益、固定資産売却損 

 従来、「固定資産売却益」、「固定資産売却損」と区分して表示しておりましたが、EDINETのXBRL導

入に伴い財務諸表の比較可能性を向上させるため、第１四半期会計期間より「固定資産売却損益」とし

て表示しております。 

（２）預り保証金の増減額 

 従来、「預り保証金の増減額」として表示しておりましたが、EDINETのXBRL導入に伴い財務諸表の比

較可能性を向上させるため、第１四半期会計期間より「預り保証金の受入による収入」、「預り保証金

の返還による支出」と区分して表示しております。 
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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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,978,480 1,568,756

商品 64,848 95,644

貯蔵品 16,022 14,571

前払費用 120,773 120,419

繰延税金資産 52,813 52,813

未収還付法人税等 81,369 －

未収消費税等 － 142,311

立替金 9,227 19,133

その他 10,302 14,166

流動資産合計 2,333,837 2,027,816

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,444,110 7,908,814

構築物（純額） 547,308 596,277

アミューズメント機器（純額） 1,657,028 2,338,689

工具、器具及び備品（純額） 474,187 565,398

土地 3,321,382 3,197,088

建設仮勘定 523,941 116,278

有形固定資産合計 13,967,958 14,722,548

無形固定資産   

ソフトウエア 6,523 6,249

電話加入権 5,529 5,529

無形固定資産合計 12,052 11,778

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,627,819 1,662,497

長期前払費用 22,008 24,786

繰延税金資産 140,766 153,451

投資その他の資産合計 1,790,594 1,840,734

固定資産合計 15,770,604 16,575,061

資産合計 18,104,442 18,602,878
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 159,684 182,085

1年内返済予定の長期借入金 838,560 678,560

1年内償還予定の社債 484,000 484,000

未払金 359,192 1,051,459

未払費用 128,644 104,470

未払法人税等 － 122,500

未払消費税等 153,610 －

預り金 33,793 45,984

賞与引当金 36,000 －

流動負債合計 2,193,485 2,669,061

固定負債   

社債 1,139,000 1,529,500

長期借入金 2,724,320 2,655,640

長期未払金 14,836 47,412

退職給付引当金 218,558 195,334

長期預り保証金 566,460 177,395

固定負債合計 4,663,174 4,605,281

負債合計 6,856,660 7,274,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,276,609 1,276,609

資本剰余金   

資本準備金 1,335,650 1,335,650

その他資本剰余金 1,177 1,177

資本剰余金合計 1,336,827 1,336,827

利益剰余金   

利益準備金 65,395 65,395

その他利益剰余金   

別途積立金 4,000 4,000

繰越利益剰余金 9,127,683 9,208,437

その他利益剰余金合計 9,131,683 9,212,437

利益剰余金合計 9,197,078 9,277,833

自己株式 △564,997 △564,997

株主資本合計 11,245,517 11,326,272

新株予約権 2,263 2,263

純資産合計 11,247,781 11,328,536

負債純資産合計 18,104,442 18,602,878
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（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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,463,599

売上原価 3,272,380

売上総利益 5,191,219

販売費及び一般管理費 4,645,545

営業利益 545,673

営業外収益  

受取利息 19

受取ロイヤリティー 5,400

協賛金収入 4,414

レンタル延滞金収入 2,367

不動産賃貸料 1,002

その他 13,484

営業外収益合計 26,688

営業外費用  

支払利息 67,289

その他 210

営業外費用合計 67,500

経常利益 504,861

特別利益  

固定資産売却益 3,560

特別利益合計 3,560

特別損失  

前期損益修正損 10,315

固定資産売却損 36,935

固定資産除却損 80,094

その他 26,142

特別損失合計 153,487

税引前四半期純利益 354,934

法人税等 177,688

四半期純利益 177,245
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（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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,812,586

売上原価 1,118,125

売上総利益 1,694,460

販売費及び一般管理費 1,541,079

営業利益 153,381

営業外収益  

受取利息 3

受取ロイヤリティー 1,800

協賛金収入 380

レンタル延滞金収入 730

不動産賃貸料 193

その他 2,566

営業外収益合計 5,675

営業外費用  

支払利息 22,155

その他 100

営業外費用合計 22,255

経常利益 136,801

特別利益  

固定資産売却益 296

特別利益合計 296

特別損失  

固定資産売却損 2,930

固定資産除却損 7,781

その他 9,000

特別損失合計 19,711

税引前四半期純利益 117,386

法人税等 79,685

四半期純利益 37,700
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（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21年１月１日 
 至 平成21年９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 354,934

減価償却費 1,725,932

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,224

受取利息 △19

支払利息 67,289

固定資産売却損益（△は益） 33,374

固定資産除却損 80,094

前期損益修正損益（△は益） 10,315

その他の特別損益（△は益） 26,142

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,345

その他の資産の増減額（△は増加） 9,110

仕入債務の増減額（△は減少） △22,401

未払金の増減額（△は減少） △180,129

未払費用の増減額（△は減少） 25,175

未払又は未収消費税等の増減額 272,122

その他の負債の増減額（△は減少） △13,152

小計 2,477,359

利息の受取額 19

利息の支払額 △67,849

役員退職慰労金の支払額 △32,576

法人税等の支払額 △367,911

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,009,041

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 △1,616,070

有形固定資産の売却による収入 29,262

無形固定資産の取得による支出 △3,030

敷金及び保証金の回収による収入 15,643

預り保証金の返還による支出 △935

預り保証金の受入による収入 390,000

その他 △4,897

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,190,028

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △571,320

社債の償還による支出 △390,500

配当金の支払額 △247,469

財務活動によるキャッシュ・フロー △409,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409,723

現金及び現金同等物の期首残高 1,568,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,978,480
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  9,135,335

Ⅱ 売上原価  3,303,344

売上総利益  5,831,991

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,476,412

営業利益  1,355,578

Ⅳ 営業外収益  37,288

Ⅴ 営業外費用  60,943

経常利益  1,331,923

Ⅵ 特別利益  19,125

Ⅶ 特別損失  109,451

税引前四半期純利益  1,241,597

税金費用  509,000

四半期純利益  732,597
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前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12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   

税引前四半期純利益 1,241,597

減価償却費 1,684,384

退職給付引当金の増加額 24,416

役員賞与引当金の増減額 3,900

受取利息 △29

支払利息 60,345

自己株式取得手数料 335

固定資産売却益 △19,125

固定資産売却損 16,813

固定資産除却損 92,637

たな卸資産の減少額 28,181

その他資産の減少額 13,087

仕入債務の減少額 △47,081

未払費用の増加額 75,353

未払消費税等の増減額 △235,437

その他負債の減少額 △166,387

小計 2,772,991

利息の受取額 29

利息の支払額 △67,956

法人税等の支払額 △834,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,871,022

Ⅱ  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 △3,599,003

有形固定資産の売却による収入 57,113

無形固定資産の取得による支出 －

敷金保証金の差入による支出 △4,553

敷金保証金の回収による収入 12,801

預り保証金の増減額 31,333

その他の収支 △6,581

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,508,890

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 1,200,000

長期借入れによる収入 －

長期借入金の返済による支出 △289,320

社債の償還による支出 △390,500

株式の発行による収入 －

自己株式の取得による支出 △402,564

配当金の支払額 △326,512

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,896

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,846,763

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,788,042

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 941,278
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品目別売上高表  

(注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

２．数量については品目が多岐にわたり表示が困難であるため、記載を省略しております。 

３．レンタル部門における「その他」は、主として年会費収入であります。  

４．アミューズメント施設部門における「その他」は、主としてボウリング収入、自動販売機収入、ネット

カフェ収入及びカラオケ収入であります。 

５．上記売上高には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

部門 

前第３四半期累計期間
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日）

（参考）前期 
（平成20年12月期） 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ レンタル部門                

ビジュアル 2,746,852  2,524,151     3,621,042 

オーディオ     633,202      541,654     832,402 

その他     96,284      89,844     126,434 

部門合計    3,476,338      3,155,650     4,579,878 

Ⅱ アミューズメント施
設部門                

ゲーム    5,477,746     5,065,389   7,257,090 

その他    181,250      242,559   239,737 

部門合計    5,658,997     5,307,948    7,496,828 

合計    9,135,335      8,463,599     12,076,707 
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