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1.  平成26年2月期第1四半期の業績（平成25年3月1日～平成25年5月31日） 

 当社は、平成25年２月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成25年２月期第１四半期の売上高等の各金額、対前年同四半期
増減率及び平成26年２月期第１四半期の前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

26年2月期第1四半期 1,321 ― 113 ― 114 ― 65 ―
25年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

26年2月期第1四半期 37.54 ―
25年2月期第1四半期 ― ―

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

26年2月期第1四半期 3,011 1,417 47.1 807.36
25年2月期 2,981 1,369 45.9 779.82
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  1,417百万円 25年2月期  1,369百万円

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  ：  無   

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

25年2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 2月期の業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28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  
 当社は、平成25年２月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率の記載をしておりませ
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

第2四半期(累計) 2,618 ― 123 ― 123 ― 70 ― 40.34
通期 5,840 8.1 515 7.3 515 10.2 296 10.1 168.75



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 26年2月期1Q 1,756,000 株 25年2月期 1,756,000 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q ― 株 25年2月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 1,756,000 株 25年2月期1Q ― 株

※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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー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 
 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、四半期
決算短信（添付資料）「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の大胆な金融緩和に対する期待

などを受けて株価や心理面が先行して大幅に改善したものの、個人消費や輸出は穏やかな回復にとどま

りました。 

当リユース業界では、円安の進行により今後値上げが予想される一部のハイブランド商品について動

きが見られるものの、消費者の節約志向は依然として継続しており厳しい経営環境が続いております。

このような状況の下、商品力の強化を目的とする買取専門店の出店及び更なる業績拡大のための出店

の検討に積極的に取り組んでおります。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,321百万円、営業利益は113百万円、経常利益は114

百万円、四半期純利益は65百万円となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べて38百万円増加し、2,049百万円となりました。これは、現金及び

預金が34百万円増加したことなどによるものです。 

固定資産は、前事業年度末に比べて８百万円減少し、961百万円となりました。これは、有形固定資

産が７百万円減少したことなどによるものです。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べ30百万円増加し、3,011百万円となりました。 

  

(負債) 

流動負債は、前事業年度末と比べ77百万円減少し、585百万円となりました。これは、短期借入金が

100百万円減少したことなどによるものです。 

固定負債は、前事業年度末と比べ59百万円増加し、1,007百万円となりました。これは、長期借入金

が57百万円増加したことなどによるものです。 

この結果、負債合計は前事業年度末と比べ18百万円減少し、1,593百万円となりました。 

  

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末と比べ48百万円増加し、1,417百万円となりました。これは、四半期純

利益等により利益剰余金が48百万円増加したことによるものです。 

  

業績予想につきましては、平成25年４月12日付「平成25年２月期決算短信」にて公表いたしました業

績予想から修正を行っておりません。なお、業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいております

が、実際の数値は今後様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。  

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

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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（税金費用の計算） 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

 
  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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１四半期会計期間より、平成25年３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。

この変更が、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。
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１【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25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 646,820 681,687

受取手形及び売掛金 79,082 80,845

商品 1,180,561 1,173,165

その他 104,116 113,700

流動資産合計 2,010,581 2,049,399

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 244,901 243,044

土地 280,342 280,342

その他（純額） 75,069 69,852

有形固定資産合計 600,313 593,239

無形固定資産 28,934 28,576

投資その他の資産   

差入保証金 272,993 272,672

その他 68,259 67,414

投資その他の資産合計 341,253 340,087

固定資産合計 970,501 961,902

資産合計 2,981,082 3,011,301

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,809 19,418

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 292,991 349,652

未払法人税等 90,324 51,315

賞与引当金 16,347 32,694

ポイント引当金 13,042 10,478

その他 128,797 122,067

流動負債合計 663,311 585,626

固定負債   

長期借入金 853,421 911,191

退職給付引当金 20,800 22,300

資産除去債務 73,405 73,675

その他 780 780

固定負債合計 948,406 1,007,946

負債合計 1,611,717 1,593,572

純資産の部   

株主資本   

資本金 330,319 330,319

資本剰余金 260,319 260,319

利益剰余金 778,727 827,091

株主資本合計 1,369,365 1,417,729

純資産合計 1,369,365 1,417,729

負債純資産合計 2,981,082 3,011,301
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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)

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 1,321,045

売上原価 614,793

売上総利益 706,251

販売費及び一般管理費 592,863

営業利益 113,388

営業外収益  

受取利息 2

受取手数料 4,912

その他 658

営業外収益合計 5,572

営業外費用  

支払利息 3,433

その他 957

営業外費用合計 4,390

経常利益 114,570

税引前四半期純利益 114,570

法人税等 48,646

四半期純利益 65,924
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該当事項はありません。  

  

   当社は、総合リユース事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

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）セグメント情報等

（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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