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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(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 ％

22年3月期第3四半期 7,271 2.7 741 △9.3 767 △8.2 395 19.6
21年3月期第3四半期 7,080 ― 818 ― 836 ― 330 ―

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

22年3月期第3四半期 29.32 ―
21年3月期第3四半期 23.77 ―

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

22年3月期第3四半期 9,773 8,611 88.1 638.55
21年3月期 9,360 8,326 89.0 617.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,611百万円 21年3月期  8,326百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
20.00 20.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 9,700 2.4 1,070 △7.6 1,100 △7.8 550 34.9 40.78
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 13,954,000株 21年3月期  13,954,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  467,860株 21年3月期  467,860株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 13,486,140株 21年3月期第3四半期 13,916,843株

※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仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項につい
ては、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ３． 業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国の経済環境は、海外の景気回復や政府の経済対策により一部では明るい兆し

が見えてきたものの、依然雇用情勢の悪化や個人所得の低下が続き、また、デフレの動きも見られるなど厳しい状況

で推移しております。  

  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

堅調に推移しております。 

 このような状況下、当社は、「2020年、1,000店舗達成。グループ売上800億円、市場シェア15％。お客様満足度・

収益性共に圧倒的なリユース業界におけるリーディングカンパニーになる。」を長期目標として掲げ、その実現に向

け、今年度は①ＣＳ(お客様満足度)の向上、②人財育成の強化、③効率性の追求 に重点的に取り組んでおります。 

 当第３四半期累計期間における出店につきましては、直営店は14店舗を新規出店し、フランチャイズチェーン（以

下、「ＦＣ」という）加盟店は18店舗新規出店、26店舗を閉店いたしました。なお、閉店数には平成21年10月15日付

で株式会社ワンダーコーポレーションとのＦＣ加盟契約が終了したことに伴う25店舗を含んでおります。また、ＦＣ

加盟店から直営店に２店舗の店舗売買を行った結果、直営店は156店舗、ＦＣ加盟店は463店舗となり、直営店・ＦＣ

加盟店あわせて619店舗となりました。 

 当第３四半期末現在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。 

   

 売上高は、個人消費低迷の影響を受け、既存店で前年同期比6.1％減となりましたが、前事業年度および当事業年

度に出店した店舗が寄与したことにより、全社売上高は前年同期比2.7％増となりました。  

 利益面におきましては、売上総利益率が69.4％と前年同期に比べ1.7％改善することができましたが、新規出店に

伴う販売費及び一般管理費の増加等もあり既存店売上高の落ち込みを吸収することができず、営業利益・経常利益共

に減益となりました。四半期純利益におきましては、特別損失が前年同期に比べ大幅に減少したことにより、増益を

確保いたしました。 

  以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高7,271百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益741百万円

（前年同期比9.3％減）、経常利益767百万円（前年同期比8.2％減）となりました。また、減損損失44百万円等を含

む特別損失を66百万円計上した結果、四半期純利益395百万円（前年同期比19.6％増）となりました。 

  

  

 当第３四半期末における総資産は9,773百万円となり、前事業年度末に比べて412百万円の増加となりました。主な

増減は流動資産では現金及び預金の減少850百万円、固定資産では建物の増加217百万円、リース資産の増加186百万

円、投資有価証券の増加295百万円、関係会社株式の増加378百万円、固定負債ではリース債務の増加149百万円など

がありました。純資産は8,611百万円となり、自己資本比率は88.1％となりました。 

  

  

  最近の業績動向を踏まえ、平成21年５月14日に公表いたしました通期（平成21年４月１日から平成22年３月31日ま

で）の業績予想を修正しております。 

 なお、詳細につきましては本日平成22年１月26日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

  

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績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 
51  52 2  6  14  31  156

(+5) (+5) (+1) (+2) (+1) (+2) (+16) 

ＦＣ加盟店 
 243  172  3  8  37

－ 
 463

(-8) (-5) (±0) (+1) (+2) (-10) 

合計 
 294  224 5  14  51  31  619

(-3) (±0) (+1) (+3) (+3) (+2) (+6) 

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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 たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期末の実地たな卸高を基礎と

 して合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,549,090 2,399,819

売掛金 191,847 170,622

有価証券 201,904 201,652

商品 1,702,532 1,652,849

貯蔵品 8,975 9,354

その他 210,260 205,707

貸倒引当金 △200 △4,090

流動資産合計 3,864,411 4,635,916

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,466,802 1,248,887

土地 764,051 764,051

その他（純額） 421,676 199,024

有形固定資産合計 2,652,530 2,211,963

無形固定資産 32,684 29,191

投資その他の資産   

投資有価証券 1,452,497 1,156,633

敷金 834,549 726,927

その他 936,756 599,905

投資その他の資産合計 3,223,802 2,483,466

固定資産合計 5,909,018 4,724,621

資産合計 9,773,429 9,360,537

負債の部   

流動負債   

買掛金 55,152 37,097

未払法人税等 127,720 180,505

賞与引当金 36,150 －

その他 452,270 466,238

流動負債合計 671,293 683,840

固定負債   

役員退職慰労引当金 221,679 228,976

その他 268,904 121,470

固定負債合計 490,583 350,446

負債合計 1,161,877 1,034,286
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３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 5,158,029 5,032,291

自己株式 △177,435 △177,435

株主資本合計 8,425,144 8,299,406

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186,407 26,844

評価・換算差額等合計 186,407 26,844

純資産合計 8,611,552 8,326,250

負債純資産合計 9,773,429 9,360,537
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,080,272 7,271,128

売上原価 2,289,152 2,227,303

売上総利益 4,791,120 5,043,824

販売費及び一般管理費 3,973,073 4,302,041

営業利益 818,047 741,782

営業外収益   

受取利息 3,825 1,324

受取配当金 3,062 22,267

受取地代家賃 7,645 8,105

その他 11,412 18,196

営業外収益合計 25,945 49,893

営業外費用   

有価証券売却損 95 －

為替差損 3,209 －

投資事業組合運用損 － 20,354

賃貸借契約解約損 2,095 －

その他 2,306 3,337

営業外費用合計 7,705 23,691

経常利益 836,287 767,984

特別利益   

貸倒引当金戻入額 300 3,890

特別利益合計 300 3,890

特別損失   

固定資産除却損 － 21,945

減損損失 34,407 44,555

投資有価証券売却損 49,840 －

商品評価損 132,652 －

その他 13,054 －

特別損失合計 229,955 66,500

税引前四半期純利益 606,632 705,373

法人税、住民税及び事業税 255,000 300,000

法人税等調整額 20,898 9,913

法人税等合計 275,898 309,913

四半期純利益 330,734 395,460
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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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