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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

（注）平成24年３月期第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24年３月期第１四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 

  

(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 ％

25年3月期第1四半期 2,955 ― 399 ― 443 ― 267 ―
24年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 151百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 ―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

25年3月期第1四半期 19.82 ―
24年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 10,884 9,302 85.5
24年3月期 11,840 9,556 80.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  9,302百万円 24年3月期  9,556百万円

2.  配当の状況 

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
   ２．平成24年３月期の期末配当金の内訳           普通配当金25円00銭 特別配当金５円00銭 
   ３．平成25年３月期の期末配当金（予想）の内訳       普通配当金20円00銭 記念配当金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

24年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 25.00 25.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,000 8.2 750 17.5 800 11.6 430 △47.1 31.88
通期 12,400 7.8 1,580 14.3 1,650 9.9 900 △26.8 66.74



(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  

(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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の手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 13,954,000 株 24年3月期 13,954,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 467,978 株 24年3月期 467,978 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 13,486,022 株 24年3月期1Q 13,486,022 株
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  当社は平成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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要の高まりを背景に、景気悪化から回

復しつつあるものの、欧州の債務危機や円高の長期化、電力不足の懸念などから、依然として先行き不透明な状況が

続いております。しかしながら、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。 

  当社グループにおきましては、前連結会計年度より継続して商品の買い取り強化、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及び一般管理費の抑制に取り組んでまいりました。 

  出店につきましては、直営店15店舗、フランチャイズチェーン（以下、「ＦＣ」という）加盟店20店舗を目標とし

て掲げておりますが、当第１四半期連結累計期間においては、直営店を１店舗出店いたしました。ＦＣ加盟店は７店

舗を新規出店、３店舗を閉店いたしました。以上の結果、直営店は182店舗、ＦＣ加盟店は493店舗となり、直営店・

ＦＣ加盟店あわせて675店舗となりました。 

  当第１四半期連結会計期間末時点における各業態別の店舗数は次表のとおりであります。 

  （注）１．（  ）内は期中増減数を表しております。 

２．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、前連結会計年度に出店した15店舗が寄与したことにより、 百万円となりました。    

  利益面におきましては、売上総利益率が ％と改善し、販売費及び一般管理費を抑制した結果、営業利益は

百万円、経常利益は 百万円、四半期純利益は 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 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 百万円の減

少となりました。流動資産は、前連結会計年度末比 百万円減少の 百万円となりました。この主な要因は、

現金及び預金が 百万円減少したためであります。固定資産は、前連結会計年度末比 百万円減少し 百万

円となりました。この主な要因は、投資有価証券の減少 百万円およびその他に含まれている建設仮勘定の増加

百万円によるものであります。 

  負債は、前連結会計年度末比 百万円減少の 百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末比

百万円減少の 百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等が 百万円減少したためであります。固定

負債は、前連結会計年度末比 百万円減少の 百万円となりました。この主な要因は、リース債務の減少 百万

円によるものであります。 

  純資産は、前連結会計年度末比 百万円減少の 百万円となりました。この主な要因は、当四半期純利益の

計上により 百万円増加、配当金の支払いにより 百万円減少、およびその他有価証券評価差額金の減少 百

万円によるものであります。 

  この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％から4.8ポイント増の ％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年度３月期の連結業績予想および配当予想につきましては、平成24年５月14日の「平成24年３月期  決算

短信」で公表いたしました数値に変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  （単位：店）

店舗数 ハードオフ オフハウス モードオフ 
ガレージ 

オフ 
ホビーオフ ブックオフ 合計 

直営店 
56 

(±0) 

57 

(±0) 

12 

(±0) 

6 

(±0) 

20 

(＋1) 

31 

(±0) 

182 

(＋1) 

FC加盟店 
243 

(±0) 

190 

(＋2) 

3 

(±0) 

8 

(±0) 

49 

(＋2) 
－ 

493 

(＋4) 

合計 
299 

(±0) 

247 

(＋2) 

15 

(±0) 

14 

(±0) 

69 

(＋3) 

31 

(±0) 

675 

(＋5) 

2,955

71.9 399

443 267

10,884 956

849 4,477

842 106 6,406

198

77

702 1,581 675

949 677

27 632 26

253 9,302

267 404 118

80.7 85.5
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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 

  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

   

   

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,682,465 1,839,493

受取手形及び売掛金 195,733 186,672

有価証券 100,945 100,965

商品 2,034,919 2,082,412

その他 315,671 270,208

貸倒引当金 △2,100 △2,080

流動資産合計 5,327,636 4,477,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,553,416 1,548,308

土地 870,577 870,577

その他（純額） 433,681 483,847

有形固定資産合計 2,857,675 2,902,733

無形固定資産   

のれん 120,643 113,109

その他 39,381 38,458

無形固定資産合計 160,024 151,567

投資その他の資産   

投資有価証券 1,525,739 1,326,969

その他 1,972,609 2,028,624

貸倒引当金 △3,034 △3,034

投資その他の資産合計 3,495,314 3,352,559

固定資産合計 6,513,014 6,406,859

資産合計 11,840,650 10,884,531

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,775 47,735

未払法人税等 775,379 97,784

賞与引当金 － 53,750

その他 809,966 750,266

流動負債合計 1,625,121 949,536

固定負債   

資産除去債務 137,720 138,220

その他 521,581 493,873

固定負債合計 659,302 632,093

負債合計 2,284,423 1,581,630
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 6,183,190 6,045,950

自己株式 △177,480 △177,480

株主資本合計 9,450,260 9,313,020

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 80,664 △38,235

為替換算調整勘定 25,302 28,116

その他の包括利益累計額合計 105,966 △10,119

純資産合計 9,556,226 9,302,900

負債純資産合計 11,840,650 10,884,531
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,955,340

売上原価 830,470

売上総利益 2,124,869

販売費及び一般管理費 1,724,892

営業利益 399,977

営業外収益  

受取利息 660

受取配当金 39,204

その他 10,007

営業外収益合計 49,871

営業外費用  

支払利息 1,762

持分法による投資損失 4,354

その他 728

営業外費用合計 6,844

経常利益 443,003

特別損失  

投資有価証券評価損 11,369

特別損失合計 11,369

税金等調整前四半期純利益 431,633

法人税、住民税及び事業税 96,500

法人税等調整額 67,792

法人税等合計 164,292

少数株主損益調整前四半期純利益 267,340

少数株主利益 －

四半期純利益 267,340
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 267,340

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △118,900

持分法適用会社に対する持分相当額 2,813

その他の包括利益合計 △116,086

四半期包括利益 151,254

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 151,254

少数株主に係る四半期包括利益 －
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  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 

平成25年３月期第１四半期の個別業績（平成24年４月１日～平成24年６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 

   

   

（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 四半期純利益 

25年３月期 

第１四半期 

百万円

 2,831

％

 2.2

百万円

 373

％

 △2.6

百万円

 423

％

 1.1

百万円

 249

％

 1.9

    １株当たり四半期純利益 

25年３月期 

第１四半期 

円 銭 

 18.49

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

25年３月期 

第１四半期 

百万円 

 10,729

百万円 

 9,213

％ 

 85.9

円 銭 

 683.19
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