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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 2,770 8.5 383 73.4 419 72.7 244 178.2
23年3月期第1四半期 2,553 3.9 221 △34.8 242 △34.5 87 △57.3

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

24年3月期第1四半期 18.14 ―
23年3月期第1四半期 6.52 ―

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

24年3月期第1四半期 9,932 8,527 85.9 632.33
23年3月期 9,714 8,343 85.9 618.66
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,527百万円 23年3月期  8,343百万円

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

23年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（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) 5,300 6.0 500 30.6 520 29.8 260 56.4 19.28
通期 11,000 7.6 1,170 34.4 1,200 33.1 600 132.5 44.49



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 13,954,000 株 23年3月期 13,954,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 467,978 株 23年3月期 467,978 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 13,486,022 株 23年3月期1Q 13,486,140 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、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 
 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、四
半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国の経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響を受け、個人消費マイ

ンドの低下や東日本を中心とした企業活動の停滞により、景気回復に大きくブレーキがかかりました。また、節電対

策等による製造業への影響など、今後の景気動向は依然として不透明な状況が続いております。 

 しかしながら、当社が属するリユース業界においては、環境問題意識の高まりという大きな流れに加えて、消費者

の生活防衛意識・節約志向が一層高まったことにより、市場は順調に拡大しております。 

このような状況下、当社は、商品買い取りの強化に加え、適正な価格設定の徹底による売上総利益率の改善、全

社的な経費削減取組による販売費および一般管理費の抑制に取り組み、効率化を推進しております。その結果、売上

高、経常利益、四半期純利益ともに前年同期の実績を上回る結果となりました。 

当第１四半期における出店につきましては、直営店は４店舗を新規出店いたしました。フランチャイズチェーン

（以下、「ＦＣ」という）加盟店は９店舗新規出店し４店舗を閉店した結果、直営店は164店舗、ＦＣ加盟店は488店

舗となり、直営店・ＦＣ加盟店あわせて652店舗となりました。 

当第１四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、既存店で前年同期比4.3％増と堅調に推移いたしました。また、前事業年度に出店した10店舗が寄与し

たことにより、全社売上高は前年同期比8.5％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70.3％と前年同期に比べ2.1％ポイント改

善いたしました。また、新規出店により店舗数は増加したものの、全社的な経費削減取組により販売費及び一般管理

費を抑制した結果、経常利益は前年同期比72.7％増と大幅増益となりました。また、四半期純利益は、前期に計上し

た資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等の特別損失の計上がなかったことから、前年同期比178.2％増と大幅

増益となりました。 

 以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高 百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益 百万円（前年同期

比73.4％増）、経常利益 百万円（前年同期比72.7％増）、四半期純利益 百万円（前年同期比178.2％増）とな

りました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 第１四半期末における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べて218百万円の増加となりました。主な増

減は投資その他の資産では投資有価証券の増加307百万円などがありました。純資産は 百万円となり、自己資本

比率は85.9％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績は概ね計画どおりに推移しており、前回公表（平成23年５月12日付決算短信）の業績予

想に修正はありません。 

   

  

１．当四半期決算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 
53 55 4 6 15 31 164 

(+1) (+1) (±0) (±0) (+1) (+1) (+4) 

ＦＣ加盟店 
243 184 9 8 44 

－ 
488 

(+1) (+6) (-3) (±0) (+1) (+5) 

合計 
296 239 13 14 59 31 652 

(+2) (+7) (-3) (±0) (+2) (+1) (+9) 

2,770 383

419 244

9,932

8,527
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（１）四半期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。  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,242,428 1,244,461

売掛金 216,819 232,336

有価証券 202,133 100,880

商品 1,945,851 2,012,796

貯蔵品 8,083 7,424

その他 229,487 242,040

貸倒引当金 △6,866 △7,050

流動資産合計 3,837,935 3,832,889

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,429,327 1,437,299

土地 764,051 764,051

その他（純額） 374,184 397,115

有形固定資産合計 2,567,562 2,598,465

無形固定資産 67,798 67,043

投資その他の資産   

投資有価証券 1,192,245 1,499,368

敷金 849,698 845,865

その他 1,306,150 1,199,589

貸倒引当金 △107,335 △110,393

投資その他の資産合計 3,240,757 3,434,430

固定資産合計 5,876,118 6,099,939

資産合計 9,714,054 9,932,829

負債の部   

流動負債   

買掛金 38,850 42,248

未払法人税等 165,669 160,465

賞与引当金 － 48,360

その他 586,827 574,333

流動負債合計 791,347 825,407

固定負債   

資産除去債務 119,842 121,339

長期未払金 225,455 217,805

その他 234,162 240,611

固定負債合計 579,459 579,755

負債合計 1,370,807 1,405,162

株式会社ハードオフコーポレーション（2674）　平成24年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

- 4 -



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23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 5,176,575 5,218,906

自己株式 △177,480 △177,480

株主資本合計 8,443,645 8,485,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △100,397 41,690

評価・換算差額等合計 △100,397 41,690

純資産合計 8,343,247 8,527,666

負債純資産合計 9,714,054 9,932,829
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,553,389 2,770,711

売上原価 811,098 823,606

売上総利益 1,742,291 1,947,105

販売費及び一般管理費 1,521,269 1,563,883

営業利益 221,021 383,221

営業外収益   

受取利息 129 572

受取配当金 23,667 32,341

その他 4,471 5,766

営業外収益合計 28,268 38,680

営業外費用   

支払利息 3,752 1,315

為替差損 2,752 1,393

その他 153 85

営業外費用合計 6,658 2,794

経常利益 242,631 419,107

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20 －

特別利益合計 20 －

特別損失   

減損損失 29,126 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 54,074 －

その他 1,140 －

特別損失合計 84,341 －

税引前四半期純利益 158,309 419,107

法人税、住民税及び事業税 75,000 155,000

法人税等調整額 △4,623 19,487

法人税等合計 70,376 174,487

四半期純利益 87,933 244,620
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

（株式会社エコモードの完全子会社化） 

 当社は、平成23年７月１日付で株式会社エコモードの株主より同社の発行済全株式を取得し、完全子会社化しま

した。 

１．株式取得の目的 

 株式会社エコモードは、当社とフランチャイズ加盟契約を締結し、首都圏において「モードオフ」店舗を運営す

るフランチャイズ加盟法人です。 

 今回、同社の既存株式の取得及び同社が第三者割当増資により発行する新株の引き受けによる資本的支援をする

ことで、同社の経営基盤を安定化させると共に、新たに当社より役職員４名を派遣し営業戦略の再構築を図ること

により、当社グループの首都圏におけるモードオフ事業の更なる発展に寄与させるものです。 

２．株式会社エコモードの概要 

（１）名 称 ：株式会社エコモード 

（２）所在地 ：新潟県新発田市新栄町３－１－13 

（３）代表者 ：代表取締役社長 山本 太郎 

（４）設 立 ：平成21年６月（事業開始 平成22年10月） 

（５）事業内容：レディース＆メンズ衣料・バッグ・ブランド品等の買取・販売（モードオフ店舗の運営） 

（６）資本金 ：90百万円 

（７）売上高 ：125百万円（平成23年３月期） 

  

（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）重要な後発事象
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