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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

（注）当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年第２四半期の数値および対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値については記載しておりません。  

(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 ％

24年3月期第2四半期 5,547 ― 638 ― 717 ― 812 ―
23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 872百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 ―百万円 （―％）

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3月期第2四半期 60.24 ―
23年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 11,180 8,998 80.5
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,998百万円 23年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
（注）平成24年３月期（予想）の期末配当の内訳 普通配当20円00銭 特別配当５円00銭 

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3月期 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 25.00 25.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
（注）当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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 11,600 ― 1,400 ― 1,450 ― 1,080 ― 80.08



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

（注）特定子会社の異動には該当いたしませんが、株式会社エコモードを当第２四半期より連結子会社としております。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対
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 
１．当社は、当第２四半期連結会計期間に子会社を取得したため、第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しており、通期の業績予想についても、連結業 
 績予想を記載しております。 
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、添付資料P.２「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 13,954,000 株 23年3月期 13,954,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 467,978 株 23年3月期 467,978 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 13,486,022 株 23年3月期2Q 13,486,129 株
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   平成24年３月期第２四半期から連結財務諸表を作成しておりますので、前年同累計期間との比較分析は行ってお

  りません。  

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で景気回復の兆しがみられたものの、欧州の財政危機・

アメリカ経済の景気減速に伴う円高ドル安の影響は大きく、生産や雇用環境は依然厳しい状況で推移しました。さ

らに、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害、電力供給不安の長期化などの諸問題により、

先行きは非常に不透明な状況となっております。 

 当社グループの属するリユース業界においては、環境問題意識の高まりという大きな流れに加えて、震災以降、

消費者の生活防衛意識・節約志向が一層高まったことにより、順調に拡大を続けております。 

 当社におきましては、商品の買い取り強化に加え、適正な価格設定の徹底による売上総利益率の改善および全社

的な経費削減取組による販売費および一般管理費の抑制に取り組んでまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間における出店につきましては、直営店は９店舗を新規出店いたしました。フランチャ

イズチェーン（以下、ＦＣという）加盟店は13店舗を新規出店し、５店舗を閉店いたしました。また、平成23年７

月１日には、首都圏においてモードオフを６店舗展開するＦＣ加盟法人 株式会社エコモードを完全子会社化いた

しました。以上の結果、直営店は175店舗、ＦＣ加盟店は485店舗となり、直営店・ＦＣ加盟店あわせて660店舗と

なりました。 

当第２四半期連結累計期間末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 （ ）内は期間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。 

    ３ 子会社の株式会社エコモードが運営するモードオフ６店舗は直営店に含めております。  

  

 売上高は、当社既存店が前年同四半期比+3.1％と堅調に推移したことに加え、前事業年度に出店した10店舗の寄

与もあり、全社売上高は 百万円となりました。 

 利益面につきましては前述のとおり、売上総利益率の改善、販売費および一般管理費の抑制に全社的に取り組ん

だ結果、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円となりました。  

 また、株式会社ワンダーコーポレーションとの訴訟において、和解解決金を受領したことに伴い、659百万円を

特別利益として計上した結果、四半期純利益は812百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間末における総資産は 百万円、純資産は 百万円となり、自己資本比率は

％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、本日（平成23年11月８日）付「連結決算開始に伴う平成24年３

月期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりであります。 

  

１．当四半期決算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 
54 56 10 6 18 31 175 

(+2) (+2) （+6) (±0) (+4) (+1) (+15) 

ＦＣ加盟店 
243 187 3 8 44 

－ 
485 

(+1) (+9) (-9) (±0) (+1) (+2) 

合計 
297 243 13 14 62 31 660 

(+3) (+11) (-3) (±0) (+5) (+1) (+17) 

5,547

638 717

11,180 8,998 80.5
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結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。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,187,905

売掛金 212,247

有価証券 100,902

商品 2,067,048

貯蔵品 7,601

その他 319,094

貸倒引当金 △2,360

流動資産合計 4,892,440

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,511,410

土地 764,051

その他（純額） 420,676

有形固定資産合計 2,696,137

無形固定資産  

のれん 135,711

その他 37,988

無形固定資産合計 173,700

投資その他の資産  

投資有価証券 1,380,590

その他 2,148,332

貸倒引当金 △110,393

投資その他の資産合計 3,418,529

固定資産合計 6,288,367

資産合計 11,180,808

負債の部  

流動負債  

買掛金 41,678

短期借入金 11,100

未払法人税等 612,525

災害損失引当金 8,131

その他 767,025

流動負債合計 1,440,462

固定負債  

長期借入金 88,900

資産除去債務 130,644

その他 522,176

固定負債合計 741,721

株式会社ハードオフコーポレーション（2674）　平成24年３月期　第２四半期決算短信（連結）

－ 4 －



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債合計 2,182,183

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,676,275

資本剰余金 1,768,275

利益剰余金 5,807,672

自己株式 △177,480

株主資本合計 9,074,742

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △23,216

為替換算調整勘定 △52,901

その他の包括利益累計額合計 △76,117

純資産合計 8,998,624

負債純資産合計 11,180,808
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,547,208

売上原価 1,657,521

売上総利益 3,889,686

販売費及び一般管理費 3,251,505

営業利益 638,180

営業外収益  

受取利息 1,320

受取配当金 32,898

持分法による投資利益 39,337

その他 14,783

営業外収益合計 88,339

営業外費用  

支払利息 3,530

為替差損 3,567

その他 2,401

営業外費用合計 9,499

経常利益 717,020

特別利益  

受取和解金 659,400

その他 23,909

特別利益合計 683,309

特別損失  

減損損失 27,110

投資有価証券評価損 9,344

特別損失合計 36,455

税金等調整前四半期純利益 1,363,875

法人税、住民税及び事業税 595,468

法人税等調整額 △44,027

法人税等合計 551,440

少数株主損益調整前四半期純利益 812,434

少数株主利益 －

四半期純利益 812,434
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 812,434

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 77,181

持分法適用会社に対する持分相当額 △16,996

その他の包括利益合計 60,185

四半期包括利益 872,619

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 872,619

少数株主に係る四半期包括利益 －

株式会社ハードオフコーポレーション（2674）　平成24年３月期　第２四半期決算短信（連結）

－ 7 －



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

個別業績の概要  

１．平成24年３月期第２四半期の個別業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

（百万円未満切捨て）

（1）個別経営成績（累計）                     （％表示は、対前年同四半期増減率） 

  

  

（2）個別財政状態  

  

２．平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

                                      （％表示は、対前期増減率）

  

（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

５．参考情報

  売上高  営業利益  経常利益 当期純利益  

24年３月期

第２四半期 

百万円

 5,463

％

 9.3

百万円

 658

％

 72.2

百万円

 700

％

 74.8

百万円

 772

％

 364.7

  
１株当たり当期純利益  

  

24年３月期

第２四半期 

円

 57

銭

 27

  総資産  純資産  自己資本比率   １株当たり純資産 

24年３月期

第２四半期 

百万円

 10,952

百万円

8,990

％

 82.1

円

 666

銭

65

  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  11,300  10.5  1,360  56.2  1,400  55.2  1,050  306.9  77  86
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