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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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３四半期の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3四半期 8,909 3.0 1,061 △6.8 1,052 △14.6 555 △49.4
24年3月期第3四半期 8,652 ― 1,139 ― 1,232 ― 1,096 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 430百万円 （△63.5％） 24年3月期第3四半期 1,178百万円 （―％）

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3四半期 41.17 ―
24年3月期第3四半期 81.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 11,211 9,582 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3四半期 9,582百万円 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（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、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 ： 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

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.３「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3Q 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3Q 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3Q 13,486,022 株 24年3月期3Q 13,486,022 株



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… 2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… 3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………………… 3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………… 3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 3

３．継続企業の前提に関する重要事象等 ………………………………………………………………………………… 3

４．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4

（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 ……………………………………………………… 6

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 7

（３）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………… 8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………………… 8

株式会社ハードオフコーポレーション（2674）　平成25年３月期　第３四半期決算短信（連結）

- 1 - 



（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、東日本大震災の影響からの緩やかな景気回復をみせてい

たものの、欧州債務危機問題や新興国を含めた海外景気の下振れなどを背景に、先行きは不透明な状況で推移してお

ります。個人消費につきましても、消費税増税への不安、所得の伸び悩み等から低調に推移しております。

このような状況下、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、当第３四半期連結累計期間においては、直営店を11店舗出店いたしました。ＦＣ加盟店は19店舗を新

規出店、９店舗を閉店いたしました。以上の結果、直営店は192店舗、ＦＣ加盟店は499店舗となり、直営店・ＦＣ加

盟店あわせて691店舗となりました。

当第３四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７店舗は直営店に含めております。

売上高は、既存店で前年同期比 ％減となりましたが、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、全社売上高は前年同期比 ％増となりました。

利益面におきましては、適正な価格設定の徹底により売上総利益率が ％と前年同期比1.3％ポイント改善いた

しましたが、新規出店にかかる開業費および店舗数増加にともなう販売費及び一般管理費の増加を吸収することがで

きなかった結果、営業利益は前年同期比で6.8％減少となりました。経常利益は持分法による投資損失の発生によ

り、前年同期比14.6％の減少となりました。

また、前第３四半期連結累計期間において受取和解金等の特別利益を 百万円計上したのに対し、当第３四半期

連結累計期間では特別利益の発生がなかったことから、四半期純利益は大幅な減少となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益 百

万円（前年同期比 ％減）、経常利益 百万円（前年同期比 ％減）、四半期純利益 百万円（前年同期比

％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四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、前連結会計年度末に比べて 百万円減少の 百万円となりました。この主な要因

は、現金及び預金の減少 百万円および商品の増加 百万円によるものであります。固定資産は、前連結会計年度

末に比べて 百万円減少し 百万円となりました。この主な要因は、投資その他の資産の投資有価証券の減少

百万円によるものであります。

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

比べて 百万円減少の 百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等の減少 百万円によるものであ

ります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて 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、前連結会計年度末に比べて 百万円増加の 百万円となりました。この主な要因は、当四半期純利

益の計上による 百万円の増加、配当金の支払いによる 百万円の減少、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 ポイント増の ％となりました。

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
58

(＋2)

60

(＋3)

14

(＋2)

6

(±0)

20

(＋1)

34

(＋3)

192

(＋11)

ＦＣ加盟店
241

(－2)

193

(＋5)

4

(＋1)

8

(±0)

53

(＋6)
－

499

(＋10)

合計
299

(±0)

253

(＋8)

18

(＋3)

14

(±0)

73

(＋7)

34

(＋3)

691

(＋21)

3.6

3.0

71.8

686

8,909 3.0 1,061

6.8 1,052 14.6 555

49.4

11,211 628

517 4,809

659 168

111 6,401

213

654 1,629

621 1,004 583

33 625

39

25 9,582

555 404

129

80.7 4.8 85.5
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（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、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３四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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,682,465 2,022,689

受取手形及び売掛金 195,733 201,468

有価証券 100,945 101,002

商品 2,034,919 2,203,716

その他 315,671 283,224

貸倒引当金 △2,100 △2,340

流動資産合計 5,327,636 4,809,762

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,553,416 1,637,598

土地 870,577 870,577

その他（純額） 433,681 385,784

有形固定資産合計 2,857,675 2,893,959

無形固定資産

のれん 120,643 125,040

その他 39,381 39,342

無形固定資産合計 160,024 164,383

投資その他の資産

投資有価証券 1,525,739 1,312,412

その他 1,972,609 2,034,195

貸倒引当金 △3,034 △3,034

投資その他の資産合計 3,495,314 3,343,573

固定資産合計 6,513,014 6,401,916

資産合計 11,840,650 11,211,678

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 39,775 61,041

未払法人税等 775,379 192,363

賞与引当金 － 53,510

その他 809,966 697,087

流動負債合計 1,625,121 1,004,002

固定負債

資産除去債務 137,720 144,390

その他 521,581 481,080

固定負債合計 659,302 625,471

負債合計 2,284,423 1,629,473

株式会社ハードオフコーポレーション（2674）　平成25年３月期　第３四半期決算短信（連結）

- 4 - 



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31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 6,333,809

自己株式 △177,480 △177,480

株主資本合計 9,450,260 9,600,878

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 △49,314

為替換算調整勘定 25,302 30,640

その他の包括利益累計額合計 105,966 △18,673

純資産合計 9,556,226 9,582,205

負債純資産合計 11,840,650 11,211,678
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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３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 8,652,237 8,909,127

売上原価 2,549,223 2,513,088

売上総利益 6,103,013 6,396,039

販売費及び一般管理費 4,963,950 5,334,549

営業利益 1,139,062 1,061,490

営業外収益

受取利息 1,907 2,141

受取配当金 33,801 40,841

持分法による投資利益 30,500 －

その他 38,160 33,892

営業外収益合計 104,370 76,875

営業外費用

支払利息 5,472 5,266

為替差損 2,982 －

持分法による投資損失 － 80,525

その他 2,574 288

営業外費用合計 11,029 86,079

経常利益 1,232,403 1,052,286

特別利益

受取和解金 659,400 －

その他 26,973 －

特別利益合計 686,373 －

特別損失

投資有価証券評価損 10,438 7,419

減損損失 27,110 47,538

その他 － 2,950

特別損失合計 37,549 57,907

税金等調整前四半期純利益 1,881,228 994,378

法人税、住民税及び事業税 767,468 397,500

法人税等調整額 17,605 41,678

法人税等合計 785,073 439,178

少数株主損益調整前四半期純利益 1,096,154 555,199

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,096,154 555,199
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,096,154 555,199

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 70,625 △129,978

持分法適用会社に対する持分相当額 11,462 5,338

その他の包括利益合計 82,087 △124,640

四半期包括利益 1,178,242 430,559

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,178,242 430,559

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。

（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
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