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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 7,694 5.8 706 △4.7 734 △4.3 363 △8.0
22年3月期第3四半期 7,271 2.7 741 △9.3 767 △8.2 395 19.6

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3四半期 26.98 ―
22年3月期第3四半期 29.32 ―

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3四半期 9,872 8,489 86.0 629.48
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3四半期  8,489百万円 22年3月期  8,597百万円

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3月期 ― ― ― 20.00 20.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
20.00 20.00

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） 
（％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 10,000 3.4 960 12.1 1,000 10.1 500 17.5 37.08



(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 

（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「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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3月期3Q 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3Q  467,978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3Q 13,486,098株 22年3月期3Q 13,486,140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、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。 
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（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経済環境はアジア経済の成長や、政府の経済対策等の効果もあり、日本経済の一

部には持ち直しの動きが見られたものの、欧米経済の減速懸念に起因する円高の進行や、デフレの影響等から先行き

不透明な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３四半期累計期間における出店につきましては、直営店は５店舗出店し３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24店舗出店し７店舗を閉店した結果、直営店は159店舗、ＦＣ

加盟店は483店舗となり、直営店・ＦＣ加盟店あわせて642店舗となりました。 

当第３四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0.6％増となり、全社売上高につきましても前年同期比5.8％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1.2％ポイント低下したことにより、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３四半期累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益 百万円

（前年同期比4.7％減）、経常利益 百万円（前年同期比4.3％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94百万円計上した結果、四半期純利益 百万円（前年同

期比8.0％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間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 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 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 ％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間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．当四半期の業績等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 
 53  54 3  6  14  29  159

(+2) (+2) (±0) (±0) (±0) (-2) (+2) 

ＦＣ加盟店 
 243  179  10  8  43

－ 
 483

(-1) (+5) (+7) (±0) (+6) (+17) 

合計 
 296  233  13  14  57  29  642

（+1) (+7) (+7) (±0) (+6) (-2) (+19) 

7,694 706

734

54 363

9,872 3

464 8,489

86.0
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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３四半期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 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 千円減少し、税引前四半期純利益が 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 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、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 千円増加し、経常利益および税引前四半期純利益が 千円減少しておりま

  す。 

 ③ 前第３四半期累計期間において、区分掲記しておりました「受取地代家賃」は、営業外収益総額の100分の 

  20以下のため、「その他」に含めて表示することにいたしました。なお、当第３四半期累計期間の「その他」

  に含まれている「受取地代家賃」の金額は8,078千円であります。 

 ④ 前第３四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営

  業外費用総額の100分の20を超えたため、区分掲記することにいたしました。なお、前第３四半期累計期間の 

  「その他」に含まれている「為替差損」の金額は2,758千円であります。  

   

（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

6,365 60,440

118,673

2,551 3,633
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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12月31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 1,279,618 1,743,943

売掛金 252,949 179,234

有価証券 202,089 201,957

商品 1,909,506 1,708,889

貯蔵品 8,123 9,118

その他 232,483 226,568

貸倒引当金 △260 △190

流動資産合計 3,884,512 4,069,521

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,429,998 1,396,263

土地 764,051 764,051

その他（純額） 392,133 380,966

有形固定資産合計 2,586,183 2,541,281

無形固定資産 39,263 39,700

投資その他の資産   

投資有価証券 1,260,756 1,374,265

敷金 843,686 856,404

その他 1,257,627 994,072

投資その他の資産合計 3,362,070 3,224,742

固定資産合計 5,987,517 5,805,724

資産合計 9,872,030 9,875,246

負債の部   

流動負債   

買掛金 68,990 41,276

未払法人税等 105,836 226,768

賞与引当金 41,580 －

資産除去債務 3,528 －

その他 558,485 523,910

流動負債合計 778,421 791,955

固定負債   

役員退職慰労引当金 － 223,557

資産除去債務 118,794 －

その他 485,630 262,434

固定負債合計 604,425 485,991

負債合計 1,382,846 1,277,946
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 5,282,330 5,188,246

自己株式 △177,480 △177,435

株主資本合計 8,549,399 8,455,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,215 141,938

評価・換算差額等合計 △60,215 141,938

純資産合計 8,489,183 8,597,299

負債純資産合計 9,872,030 9,875,246
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,271,128 7,694,414

売上原価 2,227,303 2,446,111

売上総利益 5,043,824 5,248,303

販売費及び一般管理費 4,302,041 4,541,702

営業利益 741,782 706,600

営業外収益   

受取利息 1,324 638

受取配当金 22,267 24,795

受取地代家賃 8,105 －

その他 18,196 24,206

営業外収益合計 49,893 49,640

営業外費用   

支払利息 － 6,185

投資事業組合運用損 20,354 6,841

為替差損 － 6,936

その他 3,337 1,429

営業外費用合計 23,691 21,392

経常利益 767,984 734,849

特別利益   

受取損害賠償金 － 15,000

貸倒引当金戻入額 3,890 －

特別利益合計 3,890 15,000

特別損失   

固定資産除却損 21,945 －

減損損失 44,555 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 － 11,140

特別損失合計 66,500 94,341

税引前四半期純利益 705,373 655,508

法人税、住民税及び事業税 300,000 295,000

法人税等調整額 9,913 △3,298

法人税等合計 309,913 291,701

四半期純利益 395,460 363,806
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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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