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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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 ％

23年2月期第3四半期 46,422 △2.3 205 △64.6 280 △54.9 20 △89.9

22年2月期第3四半期 47,531 ― 579 ― 621 ― 204 ―

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3四半期 387.08 ―

22年2月期第3四半期 3,807.90 ―

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3四半期 28,733 10,578 36.7 197,055.43
22年2月期 28,082 10,686 37.9 199,168.89

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  10,534百万円 22年2月期  10,647百万円

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  
 

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2月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
23年2月期 ― 0.00 ―

23年2月期 
（予想）

2,500.00 2,500.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 64,000 △5.1 750 △42.6 800 △40.7 170 △68.5 3,212.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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23年2月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益は、平成22年12月17日に取得した自己株式2,310株を反映させて計算しております。 
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及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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 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） 23年2月期3Q 54,036株 22年2月期  54,036株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  577株 22年2月期  577株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 53,459株 22年2月期3Q 53,762株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策効果などを反映して一部に景

気の持ち直しの兆しがみられるものの、円高進行や厳しい雇用情勢などの不安定要因は払拭されておら

ず、引き続き先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループのエンタテインメント事業におきましては、「店舗はお客様に対する情報発信の場」と

いう考えのもと、デジタルサイネージシステム(電子看板)をWonderGOO全店に導入いたしました。ま

た、更なる複合化の進化に向けた取り組みとして、衣料品、貴金属、ブランドバッグなどのリユース商

材をWonderGOOの３店舗(茂原店、宇都宮店、鈴鹿店)へ導入いたしました。更に、主力商品の一つであ

る新刊コミックでは、当社独自の商品供給システムであるＷＭＩ(ワンダー・マネジメント・インベン

トリー)が効率的に機能し、欠品率が大幅に減少して売上高の拡大に繋がりました。リユース事業にお

きましては、お客様の購買意欲を沸き立てるお得なイベント「ワンダーレックスデー」の開催や、品揃

えの拡大を図るため、チラシ広告によるお客様からの買取強化を行ってまいりました。しかし、全体的

には消費低迷による買い控えなどから、直営既存店の売上高は前年同期より微減となりました。 

 店舗面におきましては、新規店舗としてWonderREX日立田尻店など計３店舗を出店いたしました。更

にWonderGOO茂原店など計２店舗の増床と９店舗の改装を行いました。なお、店舗運営効率化の観点か

ら１店舗を閉鎖し、当第３四半期連結会計期間末の直営事業店舗数は96店舗、FC店舗数は26店舗となり

ました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は46,422百万円（前年同期比2.3％減）、

営業利益205百万円（前年同期比64.6％減）、経常利益280百万円（前年同期比54.9％減）、四半期純利

益20百万円（前年同期比89.9％減）となりました。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

(流動資産) 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、15,383百万円となり、前連結会計年度末に

比べ1,092百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が593百万円、未収入金が291百万円減少

したものの、商品が1,357百万円、売掛金が339百万円、１年内回収予定の差入保証金が255百万円増加

したことによるものです。 

(固定資産) 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、13,349百万円となり、前連結会計年度末に

比べ441百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が３百万円増加したものの、無形固定資産

が10百万円、投資その他の資産が435百万円減少したことによるものです。 

(流動負債) 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、14,243百万円となり、前連結会計年度末に

比べ1,297百万円増加いたしました。これは主に買掛金が914百万円、短期借入金が650百万円増加した

ことによるものです。 

(固定負債) 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、3,911百万円となり、前連結会計年度末に

比べ538百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が487百万円減少したことによるものです。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、10,578百万円となり、前連結会計年度末に比

べ107百万円減少いたしました。これは主に四半期純利益20百万円の増加と剰余金の配当133百万円の支

払いによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ593百万円減

少し、1,511百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ－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－） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産の増加1,357百万円により資金が減少したも

のの、税金等調整前四半期純利益183百万円、減価償却費786百万円及び仕入債務の増加914百万円によ

り資金が増加したことにより156百万円の増加（前年同四半期は1,913百万円の資金の増加）となりまし

た。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金・保証金の回収により249百万円増加したものの、敷

金・保証金の差入100百万円、有形固定資産の取得768百万円を支出したことにより、657百万円の減少

（前年同四半期は715百万円の資金の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が107百万円（短期借入金並びに長期借入金の合計

額）増加したものの、配当金の支払により133百万円及びリース債務の返済による支出65百万円により

資金が減少したことにより、92百万円の減少（前年同四半期は2,088百万円の資金の減少）となりまし

た。 

  

平成22年10月４日付で公表しました連結業績予想の変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産

の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する

方法を採用しております。 

④ 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 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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認められないため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

（たな卸資産の評価方法の変更） 

当社は従来、商品のうち、パソコン・家具等の一部のリユース品（中古品)については、売価還元法

による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりましたが、これ

ら商品について当期より各単品商品ごとの原価データを管理する体制が確立したことに伴い、より正確

な原価の把握を図るため、第１四半期連結会計期間より移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しました。  

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ73,792千円減少しております。 

  

表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「敷金及び保証金」に含めて表示しており

ました１年内回収予定の差入保証金は重要性が増加したため、当第３四半期連結会計期間より流動資産

の「その他」に255,448千円を含めて表示することとしました。なお、前第３四半期連結会計期間の投

資その他の資産の「敷金及び保証金」に含まれる１年内回収予定の差入保証金は252,819千円でありま

す。  

  

該当事項はありません。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22年11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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,511,376 2,104,987

売掛金 1,223,279 884,266

商品 9,860,944 8,503,850

貯蔵品 9,654 8,923

未収入金 1,421,383 1,712,458

繰延税金資産 734,173 689,152

その他 630,989 394,172

貸倒引当金 △7,809 △6,201

流動資産合計 15,383,991 14,291,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,047,982 5,200,735

その他（純額） 1,733,078 1,576,520

有形固定資産合計 6,781,061 6,777,256

無形固定資産

のれん 27,019 54,039

その他 284,892 268,027

無形固定資産合計 311,912 322,066

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,914,881 5,287,022

その他 1,413,725 1,476,714

貸倒引当金 △71,865 △71,865

投資その他の資産合計 6,256,742 6,691,872

固定資産合計 13,349,716 13,791,194

資産合計 28,733,707 28,082,803
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,051,619 6,136,620

短期借入金 2,750,000 2,100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,647,910 1,702,934

未払法人税等 5,594 287,963

賞与引当金 279,994 138,247

ポイント引当金 1,161,866 1,121,104

その他 1,346,708 1,459,435

流動負債合計 14,243,693 12,946,306

固定負債

長期借入金 2,653,400 3,140,862

退職給付引当金 170,154 159,904

長期預り保証金 311,558 314,083

その他 776,266 835,462

固定負債合計 3,911,378 4,450,312

負債合計 18,155,071 17,396,618

純資産の部

株主資本

資本金 2,358,900 2,358,900

資本剰余金 2,360,793 2,360,793

利益剰余金 5,869,151 5,982,106

自己株式 △54,465 △54,465

株主資本合計 10,534,381 10,647,336

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4 33

評価・換算差額等合計 4 33

新株予約権 44,249 38,815

純資産合計 10,578,635 10,686,185

負債純資産合計 28,733,707 28,082,803
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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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 47,531,619 46,422,324

売上原価 35,475,432 34,371,185

売上総利益 12,056,186 12,051,139

販売費及び一般管理費 11,477,177 11,845,909

営業利益 579,008 205,229

営業外収益

受取利息 38,942 38,181

受取手数料 74,403 77,422

その他 53,077 62,720

営業外収益合計 166,424 178,325

営業外費用

支払利息 110,904 99,559

その他 12,827 3,496

営業外費用合計 123,731 103,056

経常利益 621,701 280,498

特別利益

貸倒引当金戻入額 289 530

違約金収入 1,800 －

新株予約権戻入益 － 111

特別利益合計 2,089 641

特別損失

固定資産除却損 68,759 13,063

固定資産売却損 500 －

減損損失 39,975 80,872

貸倒引当金繰入額 12,455 －

契約解約損 10,000 199

リース解約損 4,004 －

転貸契約等損失 980 3,600

特別損失合計 136,674 97,735

税金等調整前四半期純利益 487,115 183,404

法人税、住民税及び事業税 200,145 207,146

法人税等調整額 82,250 △44,434

法人税等合計 282,395 162,712

四半期純利益 204,720 20,692
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11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 487,115 183,404

減価償却費 685,495 786,213

減損損失 39,975 80,872

のれん償却額 27,019 27,019

株式報酬費用 16,813 5,545

賞与引当金の増減額（△は減少） 135,519 141,746

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,073 10,249

ポイント引当金の増減額（△は減少） △21,124 40,761

受取利息及び受取配当金 △38,982 △38,221

支払利息 110,904 99,559

固定資産除却損 68,759 13,063

固定資産売却損益（△は益） 500 －

契約解約損 10,000 199

リース解約損 4,004 －

売上債権の増減額（△は増加） △47,748 △339,013

たな卸資産の増減額（△は増加） 822,689 △1,357,825

仕入債務の増減額（△は減少） △638,767 914,999

その他 588,123 195,355

小計 2,265,370 763,929

利息及び配当金の受取額 652 428

利息の支払額 △123,809 △105,988

法人税等の支払額 △229,106 △502,032

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,913,107 156,336

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 △703,834 △768,842

有形固定資産の売却による収入 4,597 －

無形固定資産の取得による支出 △5,783 △29,484

投資有価証券の売却による収入 500 －

貸付金の回収による収入 2,250 1,250

敷金及び保証金の差入による支出 △229,823 △100,918

敷金及び保証金の回収による収入 271,213 249,555

その他 △54,762 △9,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △715,644 △657,939

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） △600,000 650,000

長期借入れによる収入 300,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △1,598,586 △1,442,486

リース債務の返済による支出 － △65,873

自己株式の取得による支出 △54,465 －

配当金の支払額 △135,090 △133,647

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,088,141 △92,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △890,679 △593,610

現金及び現金同等物の期首残高 2,218,857 2,104,987

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,328,178 1,511,376
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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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（単位：百万円、％） 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

4. 補足情報

商品別販売実績

商品名

前年同四半期
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当四半期
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日) 前年

同期比

参考
    平成22年２月期

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

ゲームソフト 
及び関連商品 

新 品 8,866 18.7 8,132 17.5 △8.3 13,907 20.6

中古品 4,366 9.2 4,105 8.8 △6.0 6,025 8.9

計 13,232 27.8 12,238 26.4 △7.5 19,933 29.6

音楽ソフト

新 品 2,920 6.1 2,714 5.8 △7.1 3,992 5.9

中古品 1,393 2.9 1,252 2.7 △10.1 1,906 2.8

計 4,313 9.1 3,966 8.5 △8.0 5,898 8.7

映像ソフト

新 品 1,439 3.0 1,378 3.0 △4.2 2,000 3.0

中古品 1,138 2.4 1,131 2.4 △0.6 1,558 2.3

計 2,578 5.4 2,510 5.4 △2.6 3,558 5.3

書籍

新 品 9,383 19.7 9,905 21.3 5.6 12,864 19.1

中古品 514 1.1 485 1.0 △5.7 682 1.0

計 9,897 20.8 10,390 22.4 5.0 13,546 20.1

化粧品 新 品 1,580 3.3 1,545 3.3 △2.2 2,173 3.2

携帯電話 新 品 846 1.8 729 1.6 △13.9 1,154 1.7

スポーツ用品

新 品 314 0.7 278 0.6 △11.6 408 0.6

中古品 107 0.2 97 0.2 △9.3 139 0.2

計 422 0.9 376 0.8 △11.0 548 0.8

リユース品 中古品 2,600 5.5 2,944 6.3 13.2 3,569 5.3

その他 新 品 3,879 8.2 3,618 7.8 △6.7 5,219 7.7

レンタル レンタル 2,357 5.0 2,617 5.6 11.0 3,169 4.7

直営事業

新 品 29,231 61.5 28,303 61.0 △3.2 41,719 61.9

中古品 10,121 21.3 10,017 21.6 △1.0 13,883 20.6

レンタル 2,357 5.0 2,617 5.6 11.0 3,169 4.7

計 41,710 87.8 40,938 88.2 △1.9 58,772 87.2

ＦＣ事業 計 4,398 9.3 4,553 9.8 3.5 6,446 9.5

その他卸売事業 計 1,422 3.0 929 2.0 △34.7 2,200 3.3

合計 47,531 100.0 46,422 100.0 △2.3 67,419 100.0
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