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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年5月31日） 

 

(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 ％

23年2月期第1四半期 711 △11.3 20 △20.2 16 △34.4 0 △98.8
22年2月期第1四半期 802 ― 25 ― 25 ― 24 ―

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

23年2月期第1四半期 15.12 ―
22年2月期第1四半期 1,246.54 ―

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

23年2月期第1四半期 541 155 18.6 7,889.05
22年2月期 454 155 22.1 7,873.93

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  100百万円 22年2月期  100百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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   

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

第2四半期 
累計期間

1,342 △8.5 △3 ― △5 ― △7 ― △385.43

通期 2,792 2.0 34 265.5 30 279.2 27 320.8 1,386.45
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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  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） 

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 19,700株 22年2月期  19,700株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年2月期第1四半期 19,700株 22年2月期第1四半期 19,700株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想数値は、本資料発表日における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しており、実際の業績は今後の様々な要因によって、
上記予想とは異なる結果になる可能性があります。 
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【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１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善傾向にあり、設備投資も下げ止まり

つつあります。その一方で、雇用情勢は厳しい状況が続いており、今後の金融市場の情勢によって

は、わが国経済は多大な影響を受ける可能性があります。 

バイク業界におきましては、社団法人日本自動車工業会によりますと、平成22年２月末日現在の小

型二輪車(排気量251cc以上)の保有台数は154.1万台で前年同月比1.8万台の増加、軽二輪車(排気量

126cc以上250cc以下)の保有台数は200.9万台で前年同月比4千台の減少となっており、中古バイクと

して比較的再販価値の高い大排気量のカテゴリーに関しては、引き続き緩やかに増加する傾向が続い

ております。その一方で、平成22年１月から３月までの原付一種、二種、軽二輪、小型二輪の国内出

荷台数は10.2万台、前年同期比6千台の減少となっており、新車の出荷台数の減少が今後の保有台数

の減少につながる可能性があります。 

当社におきましては、インターネットにおけるプロモーション活動並びに株式会社ゲオのグループ

会社におけるプロモーションを継続して取り組んでまいりました。 

当社の販売先として大きな割合を占める業者間オークションにおきましては、オークション相場が

安定して推移していることが影響し、当社の販売単価は大きな変動がありません。 

当第１四半期累計期間におきましては、買取台数3,771台、前年同期比2.2％増となりましたが、販

売台数は3,307台(前年同期比15.1％減)に留まったことにより、売上高は711百万円(前年同期比

11.3％減)となりました。一方で、広告宣伝費等の販売経費の削減により、販売費及び一般管理費は

前年同期比7.9％減となりましたが、営業利益20百万円(前年同期比20.2％減)、経常利益16百万円(前

年同期比34.4％減)となりました。 

また、旧本社並びに仙台店、広島店の移転に伴う有形固定資産除却損15百万円を計上した結果、四

半期純利益は0百万円(前年同期比98.8％減)となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産・負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第１四半期累計期間末において、総資産は541百万円となり、前事業年度末と比較して87百万円

増加しております。現金及び預金が9百万円増加し、流動資産のうち商品が105百万円増加する一

方、売掛金が7百万円減少、固定資産も14百万円減少しております。 

 

(負債) 

当第１四半期累計期間末において、負債は386百万円となり、前事業年度末と比較して86百万円増

加しております。借入金の残高が15百万円減少しましたが、社債が100百万円増加しております。 

 

(純資産) 

当第１四半期累計期間末において、純資産は155百万円となり、前事業年度末と比較してほぼ変

動がありませんでした。 
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(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）の残高は、244百万円

となり、前事業年度末から9百万円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は以下の通りであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ･フロー) 

営業活動の結果、支出した資金は68百万円(前年同期は得られた資金63百万円)となりました。こ

れは主として、たな卸資産の増加による減少額105百万円、有形固定資産除却損15百万円によるも

のです。 

 

(投資活動によるキャッシュ･フロー) 

投資活動の結果、支出した資金は4百万円(前年同期は得られた資金１百万円)となりました。こ

れは新規賃貸借契約による敷金の差入によるものです。 

 

(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82百万円(前年同期は支出した資金60百万円)となりました。こ

れは主として、銀行保証付私募債の発行により100百万円の資金調達を行ったことによるもので

す。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、第１四半期累計期間の売上高及び四半期

純利益は予想を下回り、営業利益及び経常利益は予想を上回って推移しておりますが、現時点での各

業績予想の変更はありません。 

 

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 

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 

該当事項はありません。 
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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１四半期会計期間末 
(平成22年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 244,403 235,284

売掛金 752 7,863

商品 204,856 99,464

その他 16,174 21,875

流動資産合計 466,187 364,488

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 46,713 73,222

減価償却累計額 △26,386 △42,706

建物附属設備（純額） 20,327 30,515

その他 34,190 47,046

減価償却累計額 △24,312 △30,136

その他（純額） 9,878 16,909

有形固定資産合計 30,205 47,424

無形固定資産 11,868 13,182

投資その他の資産 33,244 29,199

固定資産合計 75,318 89,806

資産合計 541,506 454,295

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,417 11,384

関係会社短期借入金 50,000 50,000

1年内償還予定の社債 20,000 －

1年内返済予定の長期借入金 46,584 50,299

未払法人税等 1,309 3,721

その他 53,724 46,071

流動負債合計 180,035 161,475

固定負債   

社債 80,000 －

長期借入金 126,057 137,703

固定負債合計 206,057 137,703

負債合計 386,092 299,178

純資産の部   

株主資本   

資本金 232,825 232,825

資本剰余金 260,535 260,535

利益剰余金 △392,853 △393,151

株主資本合計 100,506 100,208

新株予約権 54,908 54,908

純資産合計 155,414 155,116

負債純資産合計 541,506 454,295
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(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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 802,716 711,788

売上原価 531,725 465,408

売上総利益 270,990 246,379

販売費及び一般管理費 245,261 225,851

営業利益 25,729 20,528

営業外収益   

受取手数料 308 505

その他 51 83

営業外収益合計 360 589

営業外費用   

支払利息 734 1,320

社債発行費 － 2,609

その他 － 542

営業外費用合計 734 4,473

経常利益 25,354 16,643

特別利益   

有形固定資産売却益 61 －

特別利益合計 61 －

特別損失   

有形固定資産除却損 27 15,680

事業譲渡損 218 －

特別損失合計 245 15,680

税引前四半期純利益 25,170 963

法人税、住民税及び事業税 613 665

法人税等合計 613 665

四半期純利益 24,556 297
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(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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31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 25,170 963

減価償却費 3,715 2,852

支払利息 734 1,632

社債発行費 － 2,609

有形固定資産売却損益（△は益） △61 －

有形固定資産除却損 27 15,680

事業譲渡損益（△は益） 218 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,973 7,111

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,712 △105,392

仕入債務の増減額（△は減少） 3,499 △2,967

その他の流動資産の増減額（△は増加） 18,446 6,765

その他の流動負債の増減額（△は減少） △13,671 7,788

その他 912 △938

小計 69,730 △63,894

利息の支払額 △830 △2,052

法人税等の支払額 △5,218 △2,463

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,681 △68,410

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 95 －

敷金及び保証金の回収による収入 162 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △4,500

事業譲渡による収入 1,500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,757 △4,500

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 50,000 50,000

短期借入金の返済による支出 △106,668 △50,000

長期借入金の返済による支出 △3,570 △15,361

社債の発行による収入 － 97,390

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,238 82,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,200 9,119

現金及び現金同等物の期首残高 164,326 235,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 169,526 244,403
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   当第１四半期累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日) 

   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 

   当第１四半期累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日) 

   該当事項はありません。 
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