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（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  3,299 11.6 195 39.8 216  52.3  91 13.3

23年２月期第２四半期  2,957 19.8 139 △1.5 142  0.2  80 26.8

  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 33.66  33.15

23年２月期第２四半期 31.95  31.27

(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 2,940 1,515  51.6 556.96

23年２月期 2,651 1,451  54.7 533.30

（参考）自己資本 24年２月期第２四半期 1,515百万円 23年２月期 1,451百万円 

  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

23年２月期  ― 0.00  ―  10.00 10.00

24年２月期  ― 0.00       

24年２月期 

（予想） 
     ―  10.00 10.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無

  （％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 7,328  15.4 425 8.2 445 12.3 213  △2.9 78.26

（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】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（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） 

  

※ 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きの対象外であり、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きは終了しております。 
  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は本資料の発表現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因

によって異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては【添付資料】３ページ「業績予想に関す

る定性的情報」をご参照ください。 

  

  

(1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

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） 24年２月期２Ｑ 2,721,800株 23年２月期 2,721,800株 

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ ―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２Ｑ 2,721,800株 23年２月期２Ｑ 2,530,494株 
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（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、東日本大震災の直後から低下した生産能力は着実に回復が見られ

たものの、海外経済の減速や急激な円高の進行などにより依然として景気の先行きは不透明となっています。震災

後、急速に冷え込んだ消費者マインドは徐々に回復しましたが、景気の不透明感から本格回復には至っておりませ

ん。 

 このような経営環境の中、当社は、既存店の収益力強化と新規出店を進めるとともに、全社的な販売費及び一般

管理費の抑制に取り組みました。 

 売上高は全社では前年同期比11.6％増、既存店（平成22年２月期末までに出店した店舗、以下同じ）では前年同

期比2.8％減となりました。既存店売上高は、震災直後の営業時間短縮などの影響から３月は前年同月比15.4％減

となりましたが、４月以降は回復を見せました。商品カテゴリー別の売上高では、衣料・服飾雑貨が前年同期比

19.8％増、生活雑貨が同10.0％増となりました。 

 仕入面においては、当期商品仕入高は全社で前年同期比7.9％増となりました。一般顧客からの仕入である一般

買取は全社で前年同期比13.9％増、既存店は前年同期比0.7％減となりました。 

 買取促進・販売促進においては、前期に導入したポイントカードサービス「トレポ」を活用したキャンペーンや

Web広告を中心とした効率的な広告宣伝を実施しました。また、マンション管理会社との提携によるマンション住

人への出張買取サービスやファッションＥＣサイト運営会社との提携によるWeb通販ユーザーへの宅配買取サービ

スなどにも引き続き取り組み、店舗以外の買取チャネルでの買取拡大を進めました。 

 出店政策においては、総合リユース業態の「トレジャーファクトリー」（直営）を神奈川県横浜市に出店し、服

飾専門リユース業態の「トレジャーファクトリースタイル」（直営）を千葉県船橋市、埼玉県川越市に出店した結

果、平成23年８月末現在では、直営店が「トレジャーファクトリー」41店、「トレジャーファクトリースタイル」

11店の計52店、ＦＣ店が「トレジャーファクトリー」３店となり、合計店舗数55店体制となりました。 

 利益面では、全社の売上総利益率が65.4％と前年同期に比べ0.9％上昇しました。既存店の売上総利益率は

65.8％と前年同期に比べ0.5％上昇しました。一方で、返品調整引当金繰入額を20,558千円計上したことにより、

差引売上総利益は2,139,043千円となりました。 

  販売費及び一般管理費につきましては、震災直後から、全社的な費用抑制に取り組んだ結果、販売費及び一般管

理費比率が前年同期に比べ0.9％低下し、58.9％となりました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高3,299,649千円（前年同期比11.6％増）、

営業利益195,494千円（前年同期比39.8％増）、経常利益216,333千円（前年同期比52.3％増）、四半期純利益

91,617千円（前年同期比13.3％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期会計期間末における資産合計は、商品が72,684千円増加したこと、建物が99,977千円増加したこと

等により、前事業年度末と比較して288,319千円増加し、2,940,278千円となりました。 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、資産除去債務が151,172千円増加したこと等により、前事業年度

末と比較して223,920千円増加し、1,424,339千円となりました。 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は、四半期純利益を91,617千円計上したこと等により、前事業年度

末と比較して64,399千円増加し、1,515,938千円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの分析）  

 当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ67,906千円増加し、

553,438千円となりました。 

 また当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フロー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・フロー) 

 当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは149,259千円の収入（前年同四半期は12,834千円

の支出）となりました。これは主に税引前四半期純利益176,738千円、減価償却費64,893千円があった一方で、法

人税等の支払額102,698千円があったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第２四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは93,337千円の支出（前年同四半期は176,122千円

の支出）となりました。これは主に店舗新設に伴う有形固定資産の取得による支出55,774千円、敷金及び保証金の

差入による支出29,501千円があったことによるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第２四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは11,983千円の収入（前年同四半期は146,928千円

の収入）となりました。長期借入金による収入100,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出97,187

千円があったことによるものであります。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月期第２四半期累計期間の業績は、前年同期に比べ売上総利益率が改善したこと、販売費及び一般管

理費が計画を下回ったことなどにより、営業利益、経常利益及び四半期純利益が予想を上回る着地となりました。

 当期下半期においても、引き続き直営店の出店を進めながら、既存店の収益力強化に取り組んでまいります。な

お、当期の年間出店予定数を当初計画の10店から８店に変更しております。 

 通期の業績予想につきましては、平成23年６月15日に公表しました「平成24年2月期業績予想及び配当予想に関

するお知らせ」に記載の業績予想から変更はありません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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。 

 これにより営業利益及び経常利益は、それぞれ5,905千円減少し、税引前四半期純利益は45,500千円減少してお 

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143,616千円であります。 

  

（返品調整引当金） 

  従来、返品に伴う損失は、返品を受けた時点で計上しておりましたが、第１四半期会計期間より、販売した時点

において今後返品により発生すると見込まれる損失を返品調整引当金として計上する方法に変更しております。 

 この変更は、近年、売上高および売上総利益が増加し、以前と比較して返品により発生すると見込まれる損失 

認識の重要性が増加したためであります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益がそ 

れぞれ20,558千円減少しております。  

  

  

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 566,844 498,938

売掛金 49,869 50,543

商品 777,479 704,794

その他 176,774 170,790

貸倒引当金 △514 △538

流動資産合計 1,570,453 1,424,529

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 505,758 405,780

土地 141,555 141,555

その他（純額） 141,628 144,553

有形固定資産合計 788,942 691,889

無形固定資産 16,487 18,432

投資その他の資産   

敷金及び保証金 463,531 434,452

その他 100,862 82,655

投資その他の資産合計 564,393 517,107

固定資産合計 1,369,824 1,227,429

資産合計 2,940,278 2,651,958

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,777 20,724

短期借入金 275,800 239,000

1年内返済予定の長期借入金 166,329 169,485

未払法人税等 123,301 113,606

賞与引当金 91,606 80,945

返品調整引当金 20,558 －

ポイント引当金 10,528 8,173

その他 284,173 294,527

流動負債合計 994,075 926,463

固定負債   

長期借入金 276,172 270,203

リース債務 2,919 3,753

資産除去債務 151,172 －

固定負債合計 430,264 273,956

負債合計 1,424,339 1,200,419
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 360,193 360,193

資本剰余金   

資本準備金 295,193 295,193

資本剰余金合計 295,193 295,193

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 860,551 796,152

利益剰余金合計 860,551 796,152

株主資本合計 1,515,938 1,451,539

純資産合計 1,515,938 1,451,539

負債純資産合計 2,940,278 2,651,958
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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 2,957,221 3,299,649

売上原価 1,048,692 1,140,047

売上総利益 1,908,529 2,159,602

返品調整引当金繰入額 － 20,558

差引売上総利益 1,908,529 2,139,043

販売費及び一般管理費 1,768,715 1,943,549

営業利益 139,814 195,494

営業外収益   

受取利息 94 61

自販機収入 5,154 5,701

助成金収入 － 17,235

その他 2,325 2,423

営業外収益合計 7,574 25,422

営業外費用   

支払利息 5,297 4,384

その他 31 198

営業外費用合計 5,329 4,583

経常利益 142,059 216,333

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,595

特別損失合計 － 39,595

税引前四半期純利益 142,059 176,738

法人税、住民税及び事業税 58,849 113,100

法人税等調整額 2,371 △27,978

法人税等合計 61,221 85,121

四半期純利益 80,838 91,617
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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 1,442,488 1,640,953

売上原価 531,018 584,041

売上総利益 911,470 1,056,911

返品調整引当金繰入額 － 951

差引売上総利益 911,470 1,055,960

販売費及び一般管理費 889,547 1,007,692

営業利益 21,923 48,267

営業外収益   

受取利息 89 59

自販機収入 2,917 3,147

その他 1,373 623

営業外収益合計 4,381 3,830

営業外費用   

支払利息 2,593 2,302

その他 － 48

営業外費用合計 2,593 2,351

経常利益 23,711 49,746

税引前四半期純利益 23,711 49,746

法人税、住民税及び事業税 27,449 53,400

法人税等調整額 △15,286 △25,002

法人税等合計 12,162 28,397

四半期純利益 11,548 21,349
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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 142,059 176,738

減価償却費 51,773 64,893

のれん償却額 － 771

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,381 10,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,561 △24

株主優待引当金の増減額（△は減少） △1,532 △3,720

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 2,354

返品調整引当金の増減額（△は減少） － 20,558

受取利息及び受取配当金 △94 △61

支払利息 5,297 4,384

賃貸資産の取得による支出 － △2,708

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,595

売上債権の増減額（△は増加） △9,489 673

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,576 △75,948

仕入債務の増減額（△は減少） 3,159 1,053

未払金の増減額（△は減少） △17,773 △11,088

その他 △2,315 27,948

小計 99,327 256,082

利息及び配当金の受取額 97 62

利息の支払額 △5,124 △4,186

法人税等の支払額 △107,135 △102,698

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,834 149,259

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 △109,415 △55,774

無形固定資産の取得による支出 － △252

敷金及び保証金の差入による支出 △52,814 △29,501

敷金及び保証金の回収による収入 4,345 22

長期前払費用の取得による支出 △18,237 △7,830

投資活動によるキャッシュ・フロー △176,122 △93,337

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） △9,000 36,800

長期借入れによる収入 50,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △111,168 △97,187

株式の発行による収入 242,106 －

配当金の支払額 △24,177 △26,796

その他 △833 △833

財務活動によるキャッシュ・フロー 146,928 11,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,028 67,906

現金及び現金同等物の期首残高 462,898 485,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 420,869 553,438
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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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（１）仕入実績 

 当第２四半期累計期間の商品別仕入実績は、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）販売実績 

 当第２四半期累計期間の商品別販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ ＦＣ事業は、商品販売、加盟料・指導料・ロイヤリティ等であります。 

  

４．補足情報

品目 

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） 

仕入高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

生活雑貨  137,022  11.3  100.9

衣料・服飾雑貨  583,004  48.1  116.8

電化製品  304,062  25.1  102.1

家具  88,286  7.3  112.1

ホビー用品  65,367  5.4  86.8

その他  34,456  2.8  95.1

合計  1,212,200    100.0    107.9

事業 品目 

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（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

直営事業 

生活雑貨  416,128  12.6  110.0

衣料・服飾雑貨  1,534,469  46.5  119.8

電化製品  813,321  24.6  103.9

家具  316,579  9.6  105.3

ホビー用品  188,556  5.7  96.4

その他  14,413  0.5  115.5

小計  3,283,468  99.5  111.3

ＦＣ事業  8,858  0.3  147.9

その他事業  7,322  0.2  ―

合計  3,299,649  100.0  111.6
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