
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

   

   

   

 
       

 
       

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第１四半期の業績（平成24年３月１日～平成24年５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 ％

25年２月期第１四半期 1,275 28.8 104 18.5 105 16.8 104 21.9
24年２月期第１四半期 990 39.1 88 329.9 90 441.1 85 ―

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

25年２月期第１四半期 5,305.74 ―
24年２月期第１四半期 4,353.73 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年２月期第１四半期 1,144 532 46.5
24年２月期 1,129 427 37.9
(参考) 自己資本 25年２月期第１四半期 532百万円 24年２月期 427百万円

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

24年２月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年２月期 ―
25年２月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年２月期の業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）

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
第２四半期(累計) 2,539 31.4 116 △18.4 118 △20.9 116 △19.5 5,891.57

通期 4,560 13.3 140 △21.5 142 △25.1 138 △24.3 7,028.27
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   
   

   
     

 

   

 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

会計方針の変更に関する注記

（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) 25年２月期１Ｑ 19,700株 24年２月期 19,700株

② 期末自己株式数 25年２月期１Ｑ 0株 24年２月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期１Ｑ 19,700株 24年２月期１Ｑ 19,700株

発行済株式数に関する注記

※ 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
・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及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
前提となる条件及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２ページ「経営成績に関する
分析」をご覧ください。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に景気回復の兆しが見え始め、企業

収益はゆるやかに改善しており、雇用情勢も完全失業者数が減少するなど、今後は持ち直していくこと

が見込まれております。しかしながら、欧州政府債務危機等による金融資本市場の変動や海外景気の下

振れするリスク等により、わが国経済にも大きな影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、中古バイク事業においては、これまでと同様にＳＥＯ(検索エンジン最適化)、リスティン

グ広告等インターネットにおける各種プロモーション活動に取り組んでまいりました。 

また、ゲオショップ事業においては、ゲオショップＦＣ店舗を６店舗運営しております。 

当第１四半期累計期間においては、売上高1,275百万円(前年同期比28.8％増)、営業利益104百万円

(前年同期比18.5％増)、経常利益105百万円(前年同期比16.8％増)、四半期純利益104百万円(前年同期

比21.9％増)となりました。 

  

事業別のセグメント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、中古バイクの買取りに関する各種キャンペーン等の施策を実施したことによ

り、買取台数は4,008台(前年同期比21.4％増)となり、３月から５月の３ヵ月間としては過去最高の台

数となりました。 

買取台数が増加したことに伴い、業者間オークションへの出品台数が増加し、販売台数は4,200台(前

年同期比21.0％増)となり、買取台数と同様に同期間における過去最高の台数となりました。 

その結果、売上高は821百万円(前年同期比21.6％増)、営業利益は107百万円(前期比55.9％増)となり

ました。 

  

＜ゲオショップ事業＞ 

ゲオショップ事業では、ゲオＦＣ店舗が前年同期と比較して２店舗増加したため、売上高は増加しま

したが、１店舗当たりの売上高は前年同期比４％程度の減少となりました。 

売上種類別にみますと、各種メディアのレンタル売上及び中古のゲーム機器、ゲームソフトのリサイ

クル売上といった粗利率の高い商品等の売上高が減少していることが影響し、１店舗当たりの売上総利

益は前年同期比13％程度の減少となりました。 

その結果、売上高は454百万円(前年同期比44.2％増)、営業利益は１百万円(前年同期比94.0％減)と

なりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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(資産) 

当第１四半期会計期間末において総資産は1,144百万円となり、前事業年度末と比較して15百万円増

加しております。現金及び預金は43百万円増加する一方、商品は11百万円、のれんは9百万円減少して

おります。 

  

(負債) 

当第１四半期会計期間末において負債は612百万円となり、前事業年度末と比較して89百万円減少し

ております。長期未払金23百万円、買掛金22百万円、１年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金18

百万円、社債10百万円、それぞれ減少しております。 

  

(純資産) 

当第１四半期会計期間末において純資産は532百万円となり、前事業年度末と比較して104百万円増加

しております。四半期純利益104百万円を計上したためであります。 

  

当第１四半期累計期間末の現金及び現金同等物は452百万円となり、前事業年度末から43百万円増加

となりました。当第１四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) 

営業活動の結果、得られた資金は106百万円(前年同期は同120百万円)となりました。これは主に、税

引前四半期純利益105百万円の計上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) 

投資活動の結果、支出した資金は34百万円(前年同期は同16百万円)となりました。これは主に、事業

譲受による支出34百万円によるものであります。 

  

(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28百万円(前年同期は同24百万円)となりました。金融機関への長期

借入金の返済による支出18百万円及び社債の償還による支出10百万円によるものであります。 

  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成24年４月13日に公表いたしました予想数

値からの変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（２）財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の分析

② キャッシュ・フローの状況

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項
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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)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 429,117 472,504 
売掛金 28,200 30,317 
商品 340,061 328,322 
その他 85,036 79,674 
流動資産合計 882,416 910,820 

固定資産   
有形固定資産   

建物附属設備 105,596 105,596 
減価償却累計額 △46,348 △49,259 
建物附属設備（純額） 59,247 56,337 

その他 33,447 33,517 
減価償却累計額 △20,387 △20,686 
その他（純額） 13,059 12,831 

有形固定資産合計 72,307 69,168 

無形固定資産   
のれん 152,668 143,637 
その他 2,855 2,324 
無形固定資産合計 155,524 145,962 

投資その他の資産 19,521 18,901 
固定資産合計 247,352 234,032 

資産合計 1,129,768 1,144,852 

負債の部   
流動負債   

買掛金 84,228 61,901 
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 64,990 60,700 
未払金 177,908 170,826 
未払法人税等 7,222 2,665 
賞与引当金 － 3,750 
その他 78,228 71,306 
流動負債合計 432,578 391,151 

固定負債   
社債 50,000 40,000 
長期借入金 135,949 121,834 
長期未払金 83,324 59,427 
固定負債合計 269,273 221,261 

負債合計 701,851 612,412 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

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 △65,443 39,079 
株主資本合計 427,916 532,439 

純資産合計 427,916 532,439 

負債純資産合計 1,129,768 1,144,852 
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 990,354 1,275,591 
売上原価 580,261 763,995 
売上総利益 410,093 511,595 

販売費及び一般管理費 321,851 406,993 
営業利益 88,241 104,602 

営業外収益   
受取手数料 559 753 
受取保険金 929 － 
協賛金収入 1,182 － 
雑収入 823 1,217 
その他 3 － 
営業外収益合計 3,498 1,971 

営業外費用   
支払利息 1,106 1,020 
社債利息 386 288 
その他 181 28 
営業外費用合計 1,674 1,337 

経常利益 90,065 105,235 

特別損失   
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 3,432 － 

税引前四半期純利益 86,633 105,235 

法人税、住民税及び事業税 865 712 
法人税等合計 865 712 

四半期純利益 85,768 104,523 
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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１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５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 86,633 105,235 
減価償却費 5,130 4,139 
のれん償却額 3,129 9,030 
賞与引当金の増減額（△は減少） － 3,750 
支払利息 1,106 1,020 
社債利息 386 288 
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 － 
売上債権の増減額（△は増加） △2,876 △2,117 
たな卸資産の増減額（△は増加） 27,409 11,738 
仕入債務の増減額（△は減少） △24,681 △22,326 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 11,669 5,473 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,230 △3,605 
その他 △341 △1,141 
小計 125,228 111,485 

利息の支払額 △1,660 △1,431 
法人税等の支払額 △2,880 △3,582 
営業活動によるキャッシュ・フロー 120,688 106,470 

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 △1,233 － 
差入保証金の差入による支出 △600 △75 
差入保証金の回収による収入 62 － 
事業譲受による支出 △14,957 △34,603 
投資活動によるキャッシュ・フロー △16,729 △34,678 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
長期借入金の返済による支出 △14,145 △18,405 
社債の償還による支出 △10,000 △10,000 
財務活動によるキャッシュ・フロー △24,145 △28,405 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,813 43,387 

現金及び現金同等物の期首残高 317,723 409,117 
現金及び現金同等物の四半期末残高 397,537 452,504 
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年５月31日) 

１．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 

 
(注)  セグメント利益は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

 当第１四半期累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年５月31日) 

１．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 

 
 (注)１  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２ セグメント利益は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

 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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

合計
中古バイク 

事業
ゲオショップ 

事業
計

売上高 675,513 314,840 990,354 990,354

セグメント利益 68,746 19,495 88,241 88,241

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注) 合計

中古バイク 
事業

ゲオショップ 
事業

計

売上高 821,503 454,087 1,275,591 ― 1,275,591

セグメント利益 107,189 1,166 108,355 △3,753 104,602

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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