
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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３月期第１四半期  2,553  3.9  221  △34.8  242  △34.5  87  △57.3

22年３月期第１四半期  2,456  3.4  339  16.9  370  24.4  205  131.9

  
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３月期第１四半期  6  52  ―      

22年３月期第１四半期  15  27  ―      

  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３月期第１四半期  9,658  8,365  86.6  620  32

22年３月期  9,875  8,597  87.1  637  49

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,365百万円 22年３月期 8,597百万円

  
年間配当金

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３月期  ―        ―      ―      20 00  20  00

23年３月期  ―      

23年３月期（予想）  ―      ―      20 00  20  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  4,800  0.5  427  △3.3  447  △2.0  220  △0.3  16  31

通期  10,000  3.4  960  12.1  1,000  10.1  500  17.5  37  08



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

   （注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ

「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 13,954,000株 22年３月期 13,954,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 467,860株 22年３月期 467,860株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 13,486,140株 22年３月期１Ｑ 13,486,140株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国の経済環境は、輸出・生産の増加により景気に持ち直しの動きがみられるものの、雇

用環境および個人所得は改善されておらず、また欧州諸国の財政に対する信用不安などによる先行き不透明感もあ 

り、厳しい状況が続いております。 

当リユース業界は環境問題意識の高まりに加え、消費者の節約志向・生活防衛意識の高まりにより市場規模は順

調に推移しております。 

このような状況下、当社は、「2020年、1,000店舗達成。グループ売上800億円、市場シェア15％。お客様満足

度・収益性共に圧倒的なリユース業界におけるリーディングカンパニーになる。」を長期目標として掲げ、その実現

に向け、昨年に引き続き①ＣＳ（お客様満足度）の向上、②人財育成の強化、③効率性の追求 を重点的に取り組ん

でおります。 

当第１四半期における出店につきましては、直営店の新規出店はございませんが２店舗を閉店いたしました。フ

ランチャイズチェーン（以下、「ＦＣ」という）加盟店は13店舗出店し３店舗を閉店した結果、直営店は155店舗、

ＦＣ加盟店は476店舗となり、直営店・ＦＣ加盟店あわせて631店舗となりました。 

 当第１四半期末現在における各業態別の店舗数は次表のとおりです。                   

                                         （単位：店） 

       （注） 1.（  ）内は期中増減数を表しております。 

          2.ジャンクハウスはハードオフに、ボックスショップはオフハウスに含めて表示しております。 

   

 売上高は、既存店で前年同期比5.7％減となりましたが、前事業年度に出店した店舗が寄与したことにより、全社

売上高は前年同期比3.9％増となりました。  

 利益面におきましては、売上総利益率が68.2％と前年同期に比べ2.1％ポイント低下し、また店舗増加に伴う販売

費及び一般管理費の増加により、営業利益・経常利益ともに減益となりました。「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第21号 平成20年３月31日）の適用にともない特別損失を計上した結果、四半期純利益も減益となりました。

  以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高 百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益 百万円（前年同期

比34.8％減）、経常利益 百万円（前年同期比34.5％減）となりました。また、特別損失として資産除去債務会計

基準の適用に伴う影響額 百万円等の特別損失を84百万円計上した結果、四半期純利益 百万円（前年同期比57.3％

減）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 第１四半期末における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べて216百万円の減少となりました。主な

増減は流動資産では現金及び預金の減少420百万円などがありました。純資産は 百万円となり、自己資本比率

は86.6％となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績は概ね計画どおりに推移しており、前回公表（平成22年５月13日付決算短信）の業績

予想に修正はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

店舗数 
ハード オフ モード ガレージ ホビー ブック 

合計 
オフ ハウス オフ オフ オフ オフ 

直営店 
51   52  2  6  14  30  155

(±0) (±0) (-1) (±0) (±0) (-1) (-2) 

ＦＣ加盟店 
 245  176  7  8  40

－ 
 476

(+1) (+2) (+4) (±0) (+3) (+10) 

合計 
 296  228  9  14  54  30  631

(+1) (+2) (+3) (±0) (+3) (-1) (+8) 

2,553 221

242

54 87

9,658

8,365
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要  

 たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算出する方法によっております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

 ① 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

  日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31 

  日）を適用しております。 

   これにより、営業利益、経常利益が2,109千円減少し、税引前四半期純利益が56,184千円減少しておりま 

  す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は119,256千円であります。  

 ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、従来、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額  

  を控除しない方法によっておりましたが、リース資産総額の重要性が増加したため、当第１四半期会計期間 

  より、原則的な方法によっております。  

   これにより、営業利益が836千円増加し、経常利益および税引前四半期純利益が2,915千円減少しておりま 

  す。 

 ③ 前第１四半期まで区分掲紀しておりました「受取補償金」は、営業外収益の総額の100分の20以下となった 

  ため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにいたしました。なお、当第１四半期の「その他」に含

  まれている「受取補償金」の金額は３千円であります。  

  

（追加情報）  

  当社は、平成22年６月22日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給事案が 

  承認可決されました。 

  これにともない、役員退職慰労引当金を全額取り崩し、打切り支給額の未払分を固定負債の長期未払金に計 

 上しております。  

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,323,785 1,743,943

売掛金 157,376 179,234

有価証券 202,004 201,957

商品 1,819,117 1,708,889

貯蔵品 9,118 9,118

その他 215,696 226,568

貸倒引当金 △170 △190

流動資産合計 3,726,929 4,069,521

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,441,627 1,396,263

土地 764,051 764,051

その他（純額） 367,410 380,966

有形固定資産合計 2,573,089 2,541,281

無形固定資産 37,712 39,700

投資その他の資産   

投資有価証券 1,420,219 1,374,265

敷金 849,843 856,404

その他 1,051,125 994,072

投資その他の資産合計 3,321,189 3,224,742

固定資産合計 5,931,991 5,805,724

資産合計 9,658,921 9,875,246

負債の部   

流動負債   

買掛金 57,600 41,276

未払法人税等 81,688 226,768

賞与引当金 42,240 －

その他 520,170 523,910

流動負債合計 701,699 791,955

固定負債   

役員退職慰労引当金 － 223,557

長期未払金 225,455 －

資産除去債務 118,573 －

その他 247,537 262,434

固定負債合計 591,566 485,991

負債合計 1,293,265 1,277,946
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,676,275 1,676,275

資本剰余金 1,768,275 1,768,275

利益剰余金 5,006,457 5,188,246

自己株式 △177,435 △177,435

株主資本合計 8,273,572 8,455,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92,083 141,938

評価・換算差額等合計 92,083 141,938

純資産合計 8,365,656 8,597,299

負債純資産合計 9,658,921 9,875,246
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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４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,456,572 2,553,389

売上原価 729,010 811,098

売上総利益 1,727,562 1,742,291

販売費及び一般管理費 1,388,533 1,521,269

営業利益 339,028 221,021

営業外収益   

受取利息 354 129

受取配当金 21,637 23,667

受取補償金 6,767 －

その他 4,050 4,471

営業外収益合計 32,809 28,268

営業外費用   

支払利息 － 3,752

為替差損 1,244 2,752

その他 155 153

営業外費用合計 1,399 6,658

経常利益 370,437 242,631

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,910 20

特別利益合計 3,910 20

特別損失   

固定資産除却損 19,322 －

減損損失 － 29,126

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 54,074

その他 － 1,140

特別損失合計 19,322 84,341

税引前四半期純利益 355,024 158,309

法人税、住民税及び事業税 118,000 75,000

法人税等調整額 31,061 △4,623

法人税等合計 149,061 70,376

四半期純利益 205,963 87,933
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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