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四半期決算説明会開催の有無 ：有（アナリスト向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 
（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        ％

24年 2月期第2四半期 1,932  32.0 143  300.4 149  387.2 144  110.3
23年 2月期第2四半期 1,463  △0.2 35  421.7 30  377.2 68   ―

 

 
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

24年 2月期第2四半期 7,316.00 ―
23年 2月期第2四半期 3,478.38 ―

 
（２）財政状態 

 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

24年 2月期第2四半期 919 389 42.3 19,753.62
23年 2月期 825 245 29.7 12,437.62

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期   389百万円 23年2月期   245百万円 

 
２．配当の状況 

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  
23年 2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00  
24年 2月期 ― 0.00   

24年 2月期(予想)  ― 0.00 0.00  

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通  期 4,117  29.8 158  39.3 154  42.0 150   4.2 7,658.12

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.4「その他」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 ：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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期1Ｑ 19,700株 23年2月期 19,700株

② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ ―株 23年2月期 ―株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期1Ｑ 19,700株 23年2月期1Ｑ 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） 

・業績予想数値は、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、資料を含んで予測しており、実際の業績

は、今後の様々な要因によって、業績予想数値と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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況に

あり、企業収益及び設備投資のいずれも鈍化しております。また、完全失業率は高水準で推移してお

り、雇用情勢は厳しいものとなっております。 

当社においては、中古バイク事業では、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。また、ゲオ

ショップ事業では、平成22年12月以降ゲオショップ４店舗を運営しております。 

当第２四半期累計期間の売上高は1,932百万円(前年同期比32.0％増)、営業利益は143百万円(前年

同期比300.4％増)、経常利益は149百万円(前年同期比387.2％増)、四半期純利益は144百万円(前年同

期比110.3％増)と大幅な増収増益となりました。 

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

＜中古バイク事業＞ 

中古バイク事業では、４月以降の査定、買取需要は大型車、高価格車を中心に前年に比べ減少し、

買取台数は6,093台(前年同期比14.9％減)となりました。なお、二輪市場全体での買取台数の減少に

より業者間オークションが売り手市場となったため、積極的に在庫をオークションで販売した結果、

販売台数は6,219台(前年同期比5.7％減)と買取台数の減少割合よりも縮小しております。 

買取台数減少への対策として、買取１台当たりの広告コストが比較的高く、その性質上同時査定が

多いために無理な出張査定の予定組みが増え、人件費や交通費等の高騰を招く一括査定サイト経由の

買取台数比率を下げるようにコントロールし、その一方で他社と競合しない広告媒体であるゲオショ

ップからの顧客誘導に注力し、その比率を高めており、買取りに係る経費の削減に成功しておりま

す。 

また、買い取った車両を次のユーザーに直接販売するゲオバイクダイレクトによる販売台数が順調

に伸びたことや、業者間オークションが活況であったことにより、粗利単価は上昇いたしました。 

その結果、売上高は1,312百万円、営業利益は116百万円となりました。 

 

＜ゲオショップ事業＞ 

ゲオショップ事業では、３月上旬は、ニンテンドー３ＤＳ及びその関連ゲームソフト等の商品の売

上が好調に推移しましたが、東日本大震災以降、新作ゲームソフトの発売延期等によりゲーム関連の

物販売上は減少いたしました。一方、各種メディアのレンタル売上及び中古のゲーム機器、ゲームソ

フトなどのリサイクル売上については順調に推移しました。その結果、売上高は619百万円、営業利

益は26百万円となりました。 

 

（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２四半期累計期間末において、総資産は919百万円となり、前事業年度末と比較して94百万円
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増加しております。現金及び預金が129百万円、売掛金が19百万円増加する一方、商品が31百万

円、固定資産が19百万円減少しております。 

 

(負債) 

当第２四半期累計期間末において、負債は530百万円となり、前事業年度末と比較して49百万円減

少しております。社債が10百万円、長期借入金が28百万円、長期未払金が29百万円減少しておりま

す。 

 

(純資産) 

当第２四半期累計期間末において、純資産は389百万円となり、前事業年度末と比較して144百万

円増加しております。四半期純利益144百万円を計上しております。 

 

② キャッシュ･フローの状況 

当第２四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、446百万円

となり、前事業年度末から129百万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、得られた資金は199百万円(前年同期は支出した資金117百万円)となりました。

これは主として、税引前四半期純利益145百万円、たな卸産の減少による増加額30百万円によるも

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31百万円(前年同期は同19百万円)となりました。これは主とし

て、前事業年度におけるゲオショップ事業を譲受けに係る支出29百万円によるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ･フロー) 

財務活動の結果、支出した資金は38百万円(前年同期は得られた資金68百万円)となりました。こ

れは金融機関からの長期借入金の返済による支出28百万円及び銀行保証付私募債の償還による支出

10百万円によるものです。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成23年９月１日付けでゲオＦＣ店舗を譲り受けることになり

ましたので、ゲオショップ事業に関しては２店舗増加による売上高、売上総利益の増加並びにのれ

んの償却等による経費の増加が見込まれます。 

一方、中古バイク事業に関しては、買取・販売台数の減少に伴い、売上高及び利益の減少が見込

まれることから、両事業を合算した数値は、前回発表予想とほぼ変動がないものと判断しておりま

す。 
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２．その他の情報 

（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 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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)及び「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。 

 

（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。 
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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２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 446,975 317,723

売掛金 41,121 21,890

商品 255,007 286,431

その他 31,898 35,536

流動資産合計 775,004 661,582

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 91,732 91,732

減価償却累計額 △39,152 △33,230

建物附属設備（純額） 52,579 58,502

その他 32,914 31,681

減価償却累計額 △18,871 △17,165

その他（純額） 14,042 14,515

有形固定資産合計 66,622 73,017

無形固定資産 58,215 67,119

投資その他の資産 20,061 23,955

固定資産合計 144,899 164,092

資産合計 919,904 825,675

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,578 62,328

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 56,530 56,580

未払金 94,491 94,464

未払法人税等 4,388 5,200

その他 70,093 43,248

流動負債合計 300,081 281,822

固定負債   

社債 60,000 70,000

長期借入金 96,219 124,459

長期未払金 74,457 104,372

固定負債合計 230,676 298,831

負債合計 530,757 580,654

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 △104,213 △248,338

株主資本合計 389,146 245,021

純資産合計 389,146 245,021

負債純資産合計 919,904 825,675
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 1,463,969 1,932,718

売上原価 977,341 1,144,842

売上総利益 486,627 787,875

販売費及び一般管理費 450,841 644,585

営業利益 35,785 143,290

営業外収益   

受取手数料 1,047 1,144

受取保険金 － 2,457

協賛金収入 － 2,684

助成金収入 － 1,000

雑収入 102 1,773

その他 67 45

営業外収益合計 1,217 9,105

営業外費用   

支払利息 2,723 2,136

社債利息 773 757

社債発行費 2,609 －

その他 254 205

営業外費用合計 6,360 3,099

経常利益 30,642 149,296

特別利益   

新株予約権戻入益 54,908 －

特別利益合計 54,908 －

特別損失   

有形固定資産除却損 15,713 －

災害による損失 － 428

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,003

特別損失合計 15,713 3,432

税引前四半期純利益 69,837 145,863

法人税、住民税及び事業税 1,312 1,738

法人税等合計 1,312 1,738

四半期純利益 68,524 144,125
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 752,180 942,364

売上原価 511,932 564,581

売上総利益 240,247 377,782

販売費及び一般管理費 224,990 322,733

営業利益 15,257 55,048

営業外収益   

受取手数料 541 584

受取保険金 － 1,527

協賛金収入 － 1,502

助成金収入 － 1,000

雑収入 20 949

その他 65 41

営業外収益合計 628 5,606

営業外費用   

支払利息 1,402 1,030

社債利息 461 370

その他 23 24

営業外費用合計 1,887 1,425

経常利益 13,998 59,230

特別利益   

新株予約権戻入益 54,908 －

特別利益合計 54,908 －

特別損失   

有形固定資産除却損 33 －

特別損失合計 33 －

税引前四半期純利益 68,873 59,230

法人税、住民税及び事業税 647 873

法人税等合計 647 873

四半期純利益 68,226 58,356
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８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 69,837 145,863

減価償却費 6,733 10,272

のれん償却額 － 6,259

支払利息 2,723 2,136

社債利息 773 757

社債発行費 2,609 －

有形固定資産除却損 15,713 －

災害損失 － 428

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,003

新株予約権戻入益 △54,908 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,893 △19,231

たな卸資産の増減額（△は増加） △162,562 30,358

仕入債務の増減額（△は減少） △2,110 △7,750

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,532 4,515

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,355 26,904

その他 983 1,466

小計 △110,425 204,984

利息の支払額 △3,691 △2,867

その他の支出 △660 －

法人税等の支払額 △2,450 △2,888

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,227 199,228

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 △21,972 △1,233

差入保証金の差入による支出 △4,950 △600

差入保証金の回収による収入 7,571 62

事業譲受による支出 － △29,915

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,350 △31,686

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 －

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △28,673 △28,290

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 68,717 △38,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,860 129,252

現金及び現金同等物の期首残高 235,284 317,723

現金及び現金同等物の四半期末残高 167,423 446,975
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

   当第２四半期累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日) 

   該当事項はありません。 

 

(５) セグメント情報 

   当第２四半期累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日) 

  ① 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 

当社は、事業別のセグメントから構成されており、「中古バイク事業」及び「ゲオショッ

プ事業」の２つを報告セグメントとしております。「中古バイク事業」は、中古バイクの買

取・販売を行っており、「ゲオショップ事業」は、株式会社ゲオが展開する「ゲオ」のフラ

ンチャイジーとして店舗運営を行っております。 

 

  ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位:千円) 

報告セグメント  

中古バイク
事業 

ゲオショップ
事業 

合計 調整額 
四半期 

損益計算書
計上額 

売上高 1,312,844 619,874 1,932,718 ― 1,932,718 

セグメント利益 116,392 26,897 143,290 ― 143,290 

(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益との調整を行っております。 

 

  ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

 

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第２四半期累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日) 

   該当事項はありません。 
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