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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 2,218 5.1 55 ― 49 ― 86 ―
22年2月期第3四半期 2,111 ― △21 ― △22 ― △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3四半期 4,391.76 ―
22年2月期第3四半期 △1,257.77 ―

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 757 186 24.7 9,478.49
22年2月期 454 155 22.1 7,873.93

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  186百万円 22年2月期  100百万円

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 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
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、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 3,235 ― 40 211.9 32 190.7 68 707.3 3,489.40



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 無

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

※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 
上記予想数値は、本資料発表日における将来の見通し、計画の元となる前提、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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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四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、設備投資も持ち直してき

ております。その一方で、海外景気の下振れ懸念及び為替レートの変動等によっては、わが国経済が悪

化す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８月末日現在の小型

二輪車(排気量 251cc 以上)の保有台数は 155.2 万台で前年同月比 1.5 万台の増加となっており、中古バ

イクとして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。一方で、軽二輪車(排気量 126cc 以上 250cc 以下)の保有台数は 201.0 万台で前年同月比 7 千

台の減少となっており、原付一種・二種を含めた比較的再販価値の低いカテゴリーは縮小傾向となって

おります。また、平成 22 年１月から 10 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

32.4 万台、前年同期比 1.1 万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運営するゲ

オショップにおけるプロモーションに継続して取り組んでおります。なお、株式会社ゲオは、８月に当

社株式の大半を売却したことにより筆頭株主ではなくなりましたが、業務提携に関しては、ブランド名

「ゲオバイク」の使用し、ゲオショップでの販促活動等を引き続き行っております。 

また、平成 22 年 10 月にコンシダレット株式会社との間でゲオショップ事業の一部を譲り受ける事業

譲渡契約を締結し、11月よりゲオショップ２店舗の運営を開始しております。 

当第３四半期累計期間におきましては、中古バイク販売台数は9,832 台、前年同期比1.5％減に留まり

ましたが、オークション相場が安定して推移していたことで販売単価、粗利単価ともに上昇したこと及

びゲオショップ事業の売上が寄与したことにより、売上高は2,218百万円(前年同期比5.1％増)、営業利

益 55 百万円(前年同期は営業損失 21 百万円)、経常利益 49 百万円(前年同期は経常損失 22 百万円)とな

りました。 

また、株式会社ゲオが保有する当社の新株予約権の全てを放棄したことにより、新株予約権戻入益 54

百万円を特別利益として計上する一方、本社、店舗の移転に伴い、有形固定資産除却損 15 百万円を特別

損失として計上した結果、四半期純利益は 86 百万円(前年同期は四半期純損失 24 百万円)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３四半期累計期間末において、総資産は 757 百万円となり、前事業年度末と比較して 302 百万円

増加しております。棚卸資産が214百万円増加し、新たにのれんを49百万円計上しております。 

 

(負債) 

当第３四半期累計期間末において、負債は 570 百万円となり、前事業年度末と比較して 271 百万円増

加しております。ゲオショップ事業の譲受に伴う対価の未払残高 181 百万円を計上したこと及び銀行保

証付社債の発行により社債が90百万円増加しております。 

 

(純資産) 

当第３四半期累計期間末において、純資産は 186 百万円となり、前事業年度末と比較して 31 百万円増

加しました。四半期純利益86百万円を計上する一方、新株予約権54百万円を消却しております。 

 

② キャッシュ･フローの状況 

当第３四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、236 百万円とな

り、前事業年度末から 1 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。 
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(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 16 百万円(前年同期は得られた資金２百万円)となりました。主な要

因は、税引前四半期純利益 88 百万円の計上及びたな卸資産の増加による減少額 113 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 27 百万円(前年同期は得られた資金１百万円)となりました。主な要

因は、本社移転に伴い、新本社での設備投資を行ったこと等による有形固定資産の取得による支出 26 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) 

財務活動の結果、得られた資金は 44 百万円(前年同期は得られた資金 30 百万円)となりました。主な

要因は、銀行保証付社債の発行により 100 百万円及び長期借入による収入 50 百万円による資金調達を行

う一方、金融機関からの借入金 42 百万円及び関係会社からの短期借入金 50 百万円を返済したことによ

るものです。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成 22 年 11 月 15 日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載し

た営業利益、経常利益、当期純利益の予想値をいずれも上回って推移しておりますが、現時点では業績

予想の変更はありません。 

 

２．その他の情報 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 
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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３四半期会計期間末 
(平成22年11月30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 236,514 235,284

売掛金 14,362 7,863

商品 313,462 99,464

その他 32,364 21,875

流動資産合計 596,703 364,488

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 92,449 73,222

減価償却累計額 △30,611 △42,706

建物附属設備（純額） 61,838 30,515

その他 40,745 47,046

減価償却累計額 △25,184 △30,136

その他（純額） 15,561 16,909

有形固定資産合計 77,399 47,424

無形固定資産   

のれん 49,483 －

その他 9,240 13,182

無形固定資産合計 58,723 13,182

投資その他の資産 24,334 29,199

固定資産合計 160,456 89,806

資産合計 757,160 454,295

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,081 11,384

未払金 99,609 －

関係会社短期借入金 － 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 56,580 50,299

未払法人税等 3,103 3,721

その他 22,125 46,071

流動負債合計 242,500 161,475

固定負債   

社債 70,000 －

長期借入金 138,604 137,703

長期未払金 119,330 －

固定負債合計 327,934 137,703

負債合計 570,434 299,178

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 △306,633 △393,151

株主資本合計 186,726 100,208

新株予約権 － 54,908

純資産合計 186,726 155,116

負債純資産合計 757,160 454,295
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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)

前第３四半期累計期間 
(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 2,111,103 2,218,149

売上原価 1,444,560 1,473,988

売上総利益 666,542 744,161

販売費及び一般管理費 688,200 688,530

営業利益又は営業損失（△） △21,658 55,631

営業外収益   

受取手数料 994 1,521

受取保険金 259 －

その他 153 215

営業外収益合計 1,407 1,736

営業外費用   

支払利息 2,608 3,970

社債発行費 － 2,609

その他 － 1,462

営業外費用合計 2,608 8,042

経常利益又は経常損失（△） △22,859 49,326

特別利益   

有形固定資産売却益 61 －

新株予約権戻入益 － 54,908

特別利益合計 61 54,908

特別損失   

有形固定資産除却損 27 15,713

事業譲渡損 218 －

特別損失合計 245 15,713

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △23,043 88,520

法人税、住民税及び事業税 1,734 2,002

法人税等合計 1,734 2,002

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,778 86,517
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 644,034 754,180

売上原価 452,701 496,646

売上総利益 191,333 257,534

販売費及び一般管理費 219,851 237,688

営業利益又は営業損失（△） △28,518 19,845

営業外収益   

受取手数料 326 474

その他 20 45

営業外収益合計 347 519

営業外費用   

支払利息 1,110 1,247

社債利息 － 427

その他 － 6

営業外費用合計 1,110 1,681

経常利益又は経常損失（△） △29,280 18,683

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △29,280 18,683

法人税、住民税及び事業税 582 689

法人税等合計 582 689

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,863 17,993
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△23,043 88,520

減価償却費 10,971 11,031

のれん償却額 － 393

支払利息 2,608 3,970

社債利息 － 1,201

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 15,713

新株予約権戻入益 － △54,908

事業譲渡損益（△は益） 218 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,073 △6,498

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,443 △113,433

仕入債務の増減額（△は減少） 869 29,697

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,672 140

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,044 13,392

その他 △852 1,954

小計 10,883 △6,215

利息の支払額 △3,095 △5,608

その他の支出 △2,035 △660

法人税等の支払額 △2,933 △3,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,818 △16,209

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 △142 △26,826

有形固定資産の売却による収入 95 －

事業譲受による支出 － △4,427

敷金及び保証金の差入による支出 △43 △5,400

敷金及び保証金の回収による収入 514 9,521

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 1,924 △27,132

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 100,000 50,000

短期借入金の返済による支出 △140,000 △100,000

長期借入れによる収入 140,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △69,057 △42,818

社債の発行による収入 － 97,390

社債の償還による支出 － △10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,943 44,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,685 1,230

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 200,011 236,514
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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

   該当事項はありません。 
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