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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）営業収益は、四半期損益計算書の「売上高」と「その他の営業収入」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2四半期 8,936 4.4 △234 ― △263 ― △249 ―

21年3月期第2四半期 8,561 ― 131 ― 63 ― 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

22年3月期第2四半期 △1,982.65 ―

21年3月期第2四半期 67.94 67.80

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2四半期 11,594 1,839 15.7 14,452.59
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2四半期  1,819百万円 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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

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 19,764 6.9 715 9.5 615 12.0 404 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2四半期 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2四半期  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2四半期 125,869株 21年3月期第2四半期 118,068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．平成21年５月11日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しております。  
２．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。 



   当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策の効果等により一部に持ち直しの兆しが見え  

つつあるものの、企業収益や雇用情勢は依然として厳しい状況で推移しました。 

   当社の関連するリユース業界は、依然として高額商品への需要は伸び悩んでいるものの、厳しい経済環境の中、

高い生活防衛意識を背景にエコへの意識の高まりと併せて消費者のリユースに対する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、商品の確保が売上拡大の最重要課題と捉え、マンション出張買取

サービスの推進、衣料品のオールシーズン買取開始、買取強化キャンペーン等の施策を行うとともに、商品の鮮度

管理の強化、夏物セールの実施等により業績拡大に努めました。 

   なお、事業拡大の主軸に据えて推進している出店政策においては、当第２四半期会計期間に首都圏を中心に新た

に10店舗（直営６店舗、フランチャイズ４店舗）の出店を行うとともに閉店３店舗、店舗売却３店舗を実施したこ

とにより、当第２四半期会計期間末の店舗数は252店舗（直営208店舗、フランチャイズ44店舗）となりました。 

   また、ブランド認知度向上のため取組んでいる屋号の統一は当第２四半期会計期間も継続して推進し、平成22年

３月期中に「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ます。 

   これらの結果、売上高は前年を上回って推移したものの、店舗リニューアル費用の増加等により、営業利益、四

半期純利益は前年を下回って推移しました。 

   当第２四半期会計期間の営業収益は4,485百万円（前年同四半期比6.1%増）、営業損失237百万円（前年同四半期

比176.7％増）、経常損失257百万円（前年同四半期比109.8％増）、四半期純損失207百万円（前年同四半期比

176.9％増）となりました。 

    平成22年３月期第１四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22年３月期第１四半期

決算短信（平成22年８月６日開示）をご参照ください。 

  

 （１）資産、負債、純資産の状況 

   総資産は、前事業年度末より990百万円増加し、11,594百万円となりました。主な要因は、売掛金が154百万円、

商品が261百万円および有形固定資産が403百万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1,275百万円増加し、9,754百万円となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期

借入金および長期借入金が1,211百万円増加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284百万円減少し、1,839百万円となりました。主な要因は、新株予約権が34百万円

減少したほか、四半期純損失を249百万円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

度末の19.5％から3.8ポイント減少し、15.7％となりました。 

 （２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四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、営業活動の結果使用した資金が

433百万円および投資活動の結果使用した資金が599百万円となりましたが、財務活動の結果得られた資金が826百万

円となったため、前事業年度末より206百万円減少し、当第２四半期会計期間末の資金残高は1,129百万円（前年同

四半期比14.1％減）となりました。 

   当第２四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） 

   営業活動の結果使用した資金は433百万円（前年同四半期比334.6％増）となりました。これは主に、税引前四半

期純損失335百万円、たな卸資産の増加額262百万円および売上債権の増加額154百万円によるものでありますが、減

価償却費264百万円および減損損失46百万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599百万円（前年同四半期比42.8％増）となりました。これは主に、固定資産の取

得による支出421百万円および敷金の差入による支出167百万円等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） 

   財務活動の結果得られた資金は826百万円（前年同四半期比24.4％増）となりました。これは主に、長期借入金に

よる収入2,600百万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1,388百万円および社債の償還による

支出210百万円等によりその一部が相殺されております。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



   当社は平成21年10月20日付の「子会社の異動（株式の取得）に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、

平成21年11月１日付で株式会社フュージョンを子会社化したことに伴い、連結決算会社となりました。 

   これにより、株式会社フュージョンの業績見通しが加算されるとともに、当社を取り巻く市場環境の変化を踏ま

え、平成21年10月30日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしました。その業績予想から修正はあり

ません。 

   

   平成22年３月期連結業績予想                              

   

   平成22年３月期個別業績予想                              

  

   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。 

   

 該当事項はありません。  

  

・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、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。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

  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

 前回発表予想（Ａ） － － － －   －

 今回修正予想（Ｂ）  20,791 807 703 431  3,425 53

 増減額（Ｂ－Ａ）  － － － －   －

 増減率（％）  － － － －   －

 （ご参考）前期個別実績  18,484 653 549 359  2,957 20

   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

 前回発表予想（Ａ） 20,788 750 650 404  3,212 50

 今回修正予想（Ｂ） 19,764 715 615 404  3,212 50

 増減額（Ｂ－Ａ） △1,023 △34 △34 －   －

 増減率（％） △4.9 △4.6 △5.3 －   －

 （ご参考）前期実績 18,484 653 549 359  2,957 20

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,129,215 1,335,325

売掛金 317,810 163,475

商品 2,968,125 2,706,590

その他 1,004,903 814,667

貸倒引当金 △5,060 △5,460

流動資産合計 5,414,994 5,014,598

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,757,805 ※1  1,570,620

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1  792,313 ※1  575,910

有形固定資産合計 2,813,951 2,410,364

無形固定資産   

のれん 126,552 165,967

その他 119,626 113,802

無形固定資産合計 246,178 279,770

投資その他の資産   

敷金 1,857,746 1,785,382

その他 1,373,885 1,218,378

貸倒引当金 △111,970 △104,610

投資その他の資産合計 3,119,661 2,899,151

固定資産合計 6,179,792 5,589,285

資産合計 11,594,787 10,603,884

負債の部   

流動負債   

買掛金 47,854 22,256

短期借入金 100,000 100,000

1年内償還予定の社債 360,000 390,000

1年内返済予定の長期借入金 2,031,842 1,736,669

未払法人税等 71,491 120,038

賞与引当金 123,463 110,610

その他 1,229,044 1,047,007

流動負債合計 3,963,696 3,526,582

固定負債   

社債 1,080,000 1,260,000

長期借入金 3,794,429 2,878,072

その他 916,828 814,903

固定負債合計 5,791,258 4,952,975

負債合計 9,754,954 8,479,557



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,987,454 1,987,454

資本剰余金 81,640 2,216,254

利益剰余金 △249,553 △2,134,613

自己株式 △408 △408

株主資本合計 1,819,132 2,068,686

新株予約権 20,699 55,639

純資産合計 1,839,832 2,124,326

負債純資産合計 11,594,787 10,603,884



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,462,558 8,780,753

売上原価 2,615,992 2,691,655

売上総利益 5,846,565 6,089,098

その他の営業収入 98,472 155,679

営業総利益 5,945,037 6,244,777

販売費及び一般管理費 ※1  5,813,909 ※1  6,479,030

営業利益又は営業損失（△） 131,128 △234,252

営業外収益   

受取利息 6,102 3,118

不動産賃貸料 125,858 230,755

その他 52,732 49,841

営業外収益合計 184,692 283,715

営業外費用   

支払利息 79,251 72,928

不動産賃貸原価 126,317 231,484

その他 46,702 8,102

営業外費用合計 252,272 312,515

経常利益又は経常損失（△） 63,548 △263,052

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,900 1,000

償却債権取立益 2,500 －

新株予約権戻入益 － 39,460

特別利益合計 8,400 40,460

特別損失   

固定資産売却損 3,595 －

固定資産除却損 62,596 41,115

減損損失 33,863 46,856

リース解約損 3,319 1,131

商品評価損 55,037 －

店舗閉鎖損失 28,996 24,215

その他 1,394 －

特別損失合計 188,804 113,319

税引前四半期純損失（△） △116,855 △335,911

法人税、住民税及び事業税 46,926 51,505

法人税等調整額 △171,803 △137,863

法人税等合計 △124,877 △86,357

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,021 △249,553



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,165,347 4,381,881

売上原価 1,353,850 1,392,649

売上総利益 2,811,497 2,989,231

その他の営業収入 62,087 103,388

営業総利益 2,873,584 3,092,620

販売費及び一般管理費 ※1  2,959,510 ※1  3,330,359

営業損失（△） △85,926 △237,739

営業外収益   

受取利息 3,630 1,663

不動産賃貸料 61,071 131,929

その他 30,764 23,025

営業外収益合計 95,466 156,619

営業外費用   

支払利息 40,599 39,079

不動産賃貸原価 61,343 132,304

その他 30,155 4,672

営業外費用合計 132,098 176,057

経常損失（△） △122,558 △257,177

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,900 －

新株予約権戻入益 － 39,460

特別利益合計 5,900 39,460

特別損失   

固定資産売却損 3,595 －

固定資産除却損 12,485 16,273

減損損失 18,246 36,700

リース解約損 955 286

店舗閉鎖損失 10,355 14,580

その他 122 －

特別損失合計 45,760 67,841

税引前四半期純損失（△） △162,418 △285,558

法人税、住民税及び事業税 23,579 24,885

法人税等調整額 △110,982 △102,694

法人税等合計 △87,402 △77,809

四半期純損失（△） △75,015 △207,749



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４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   

税引前四半期純損失（△） △116,855 △335,911

減価償却費 175,267 264,390

減損損失 33,863 46,856

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,109 6,960

受取利息 △6,102 △3,118

支払利息 79,251 72,928

新株予約権戻入益 － 39,460

店舗閉鎖損失 17,198 2,207

固定資産売却損益（△は益） 3,595 －

固定資産除却損 62,596 41,115

売上債権の増減額（△は増加） △14,563 △154,335

たな卸資産の増減額（△は増加） △174,668 △262,071

仕入債務の増減額（△は減少） 10,076 25,597

その他 △25,664 △14,923

小計 58,105 △270,845

利息の受取額 5,861 3,119

利息の支払額 △69,978 △67,718

法人税等の支払額 △93,667 △97,730

営業活動によるキャッシュ・フロー △99,679 △433,174

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 △6,000 △6,000

固定資産の取得による支出 △381,260 △421,594

固定資産の売却による収入 1,546 1,546

貸付金の回収による収入 18,808 18,513

敷金の差入による支出 △94,802 △167,844

敷金の回収による収入 34,076 47,406

建設協力金の支払による支出 － △71,900

その他 7,943 510

投資活動によるキャッシュ・フロー △419,688 △599,362

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） △348,370 －

長期借入れによる収入 2,750,000 2,600,000

長期借入金の返済による支出 △3,370,867 △1,388,470

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 △210,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △203,071 △109,331

リース債務の返済による支出 △5,409 △65,772

株式の発行による収入 289,658 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 664,228 826,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,860 △206,110

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  1,314,434 ※1  1,129,215



 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年８月１日付けで、資本準備金、利益準備金および任意積立金の額の減少ならびに剰余金の処

分を行いました。 

 この結果、当第２四半期会計期間において、資本準備金2,216,254千円、利益準備金28,384千円および任意積

立金300,000千円がそれぞれ減少し、その他資本剰余金81,640千円および繰越利益剰余金2,462,998千円がそれぞ

れ増加し、当第２四半期会計期間末において資本剰余金が81,640千円、利益剰余金が△249,533千円となってお

ります。 

  

   （四半期貸借対照表関係） 

   （四半期損益計算書関係） 

（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

（６）その他の注記事項

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９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 有形固定資産の減価償却累計額 

千円1,991,663 千円1,919,905

  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       千円928 ㈱ウィルウェイ       千円1,298

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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 千円39,545

給与手当 千円1,056,027

雑給与 千円1,144,030

賃借料 千円1,574,779

減価償却費 千円173,304

貸倒引当金繰入額 千円19,809

賞与引当金繰入額 千円134,482

役員報酬       千円42,835

給与手当    千円1,157,472

雑給与   千円1,377,092

賃借料 千円1,675,846

減価償却費 千円262,679

貸倒引当金繰入額   千円11,744

賞与引当金繰入額 千円122,720

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※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 千円21,722

給与手当 千円524,432

雑給与 千円582,615

賃借料 千円791,324

減価償却費 千円92,267

貸倒引当金繰入額 千円7,532

賞与引当金繰入額 千円53,662

役員報酬 千円21,127

給与手当     千円583,320

雑給与 千円711,854

賃借料 千円853,889

減価償却費   千円141,416

貸倒引当金繰入額 千円9,690

賞与引当金繰入額 千円60,880



   （四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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９月30日現在） （平成21年９月30日現在） 

  

現金及び預金勘定 千円1,314,434

投資その他の資産に計上され

ている「長期性預金」 
千円14,000

  計 千円1,328,434

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等 
千円△14,000

現金及び現金同等物 千円1,314,434

現金及び預金勘定 千円1,129,215

投資その他の資産に計上され

ている「長期性預金」 
千円26,000

  計 千円1,155,215

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等 
千円△26,000

現金及び現金同等物 千円1,129,215
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