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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 1,525 △4.6 122 29.0 129 35.1 119 109.2
23年3月期第2四半期 1,598 △1.2 94 △21.2 95 △17.6 56 △50.5

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2四半期 10.89 ―
23年3月期第2四半期 5.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 3,393 2,265 66.8
23年3月期 3,381 2,197 65.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,265百万円 23年3月期  2,197百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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、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 3,100 △3.5 290 4.9 280 3.0 260 4.4 23.77



(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） 

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2Q 11,368,541 株 23年3月期 11,368,541 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 428,813 株 23年3月期 428,813 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,939,728 株 23年3月期2Q 10,939,728 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）３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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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気の落ち込みから一部には

回復が見られたものの、欧米の財政不安による急激な円高と株安の進行により先行きは不透明感を増し、

依然として雇用情勢や所得環境は厳しい状況にあり、生活防衛意識や節約志向の高まりにより個人消費は

低迷し、引き続き厳しい状況で推移いたしております。 

このような状況のもと、当社は当事業年度を事業拡大の準備期間と位置付けており、マニュアルの充実

によりマネジメント力の強化を積極的にすすめてまいりました。 

営業政策面では将来の成長に向けて、売筋ジャンルの強化、積極的な買取と査定精緻化を進め、良品在

庫の増大に努めてまいりました。 

また、早期売価変更と売場への継続的な商品供給を行い商品鮮度を維持するとともに、お客様目線の売

場づくりを進め、お客様の購買意欲を高め、売上高の増加と売上総利益額・率の向上に努めてまいりまし

た。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ73百万円（4.6％）減収の15億25百

万円、営業利益は、前年同四半期と比べ27百万円（29.0％）増益の１億22百万円、経常利益は、前年同四

半期と比べ33百万円（35.1％）増益の１億29百万円、四半期純利益は、前年同四半期と比べ62百万円

（109.2％）増益の１億19百万円となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① オフハウス事業 

当セグメントにおきましては、子供服・メンズ服・ホビーが健闘いたしましたが、売上高は、前年同四

半期と比べ51百万円（7.0％）減収の６億85百万円、セグメント利益（営業利益）は、前年同四半期と比

べ12百万円（12.0％）減益の92百万円となりました。 

② ハードオフ事業 

当セグメントにおきましては、ゲーム及びコンピュータ関連商品の積極的な買取強化をいたしました結

果、売上高は、前年同四半期と比べ0.4百万円（0.1％）減収の４億６百万円となりましたが、セグメント

利益（営業利益）は、前年同四半期と比べ20百万円（40.6％）増益の69百万円となりました。 

③ ブックオフ事業 

当セグメントにおきましては、ゲームソフトが順調に推移いたしましたが、売上高は、前年同四半期と

比べ21百万円（4.7％）減収の4億32百万円、セグメント利益（営業利益）は、前年同四半期と比べ６百万

円（9.7％）増益の73百万円となりました。 

  

  

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて41百万円減少し、13億６百万円となりました。これは主に商品が17

百万円減少、１年内償還長期預け金が９百万円減少、売掛金が７百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて53百万円増加し、20億86百万円となりました。これは投資有価証券

が56百万円増加、有形固定資産が23百万円増加し、敷金及び保証金が15百万円減少、長期前払費用が８百

万減少したことなどによります。  

この結果、総資産は前事業年度末に比べ11百万円増加し、33億93百万円となりました。 

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
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（負債）  

流動負債は、前事業年度末に比べて28百万円増加し、４億10百万円となりました。これは主に、未払費

用が59百万円増加し、１年内返済予定の長期借入金が11百万円減少、未払消費税が８百万円減少したこと

などによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて84百万円減少し、７億16百万円となりました。これは主に、長期借

入金が84百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ56百万円減少し、11億27百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べ68百万円増加し、22億65百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が97百万円増加し、その他有価証券評価差額金が28百万円減少したことによります。 

  
  

  

業績予想につきましては、平成23年５月13日付で「平成23年３月期決算短信」にて発表いたしました業

績予想を平成23年10月27日付で修正しております。詳細は、平成23年10月27日に開示いたしました「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績

は、今後様々な要因により大きく異なる結果となる可能性があります。 

  

（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 
当会計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。 
 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 
  

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

（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
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該当事項ありません。 

  

  

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２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 674,145 668,746

売掛金 25,233 18,113

商品 455,674 438,189

その他 193,016 181,231

流動資産合計 1,348,070 1,306,281

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 386,379 422,105

土地 583,125 583,125

その他（純額） 77,410 65,567

有形固定資産合計 1,046,915 1,070,798

無形固定資産 20,080 18,171

投資その他の資産

敷金及び保証金 691,091 675,197

その他 275,453 322,694

投資その他の資産合計 966,545 997,892

固定資産合計 2,033,541 2,086,862

資産合計 3,381,612 3,393,143

負債の部

流動負債

買掛金 5,714 8,363

1年内返済予定の長期借入金 189,986 178,286

未払法人税等 13,642 9,894

賞与引当金 21,000 17,000

その他 152,391 197,314

流動負債合計 382,735 410,858

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 437,261 352,293

その他 164,460 164,437

固定負債合計 801,721 716,730

負債合計 1,184,456 1,127,588
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 1,681,733 1,681,733

利益剰余金 820,633 917,879

自己株式 △57,097 △57,097

株主資本合計 2,945,269 3,042,515

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △66,726 △95,573

土地再評価差額金 △681,387 △681,387

評価・換算差額等合計 △748,114 △776,960

純資産合計 2,197,155 2,265,554

負債純資産合計 3,381,612 3,393,143
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 1,598,956 1,525,205

売上原価 566,481 500,547

売上総利益 1,032,474 1,024,657

販売費及び一般管理費 937,740 902,455

営業利益 94,734 122,202

営業外収益

受取利息 4,056 3,582

受取配当金 6,097 6,074

受取手数料 1,015 5,178

雑収入 2,824 2,744

営業外収益合計 13,993 17,581

営業外費用

支払利息 8,403 6,255

社債利息 1,999 1,996

雑損失 2,313 2,188

その他 357 128

営業外費用合計 13,073 10,569

経常利益 95,654 129,214

特別損失

固定資産除却損 － 978

投資有価証券評価損 27,335 5,210

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,431 －

特別損失合計 34,766 6,188

税引前四半期純利益 60,888 123,025

法人税等 3,941 3,900

四半期純利益 56,946 119,125
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 60,888 123,025

減価償却費 37,285 38,111

長期前払費用償却額 4,568 4,568

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,431 －

差入保証金償却額 718 718

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 △4,000

前払年金費用の増減額（△は増加） △864 4,428

受取利息及び受取配当金 △10,153 △9,657

支払利息 10,401 8,252

有形固定資産除却損 － 978

投資有価証券評価損益（△は益） 27,335 5,210

売上債権の増減額（△は増加） 2,074 7,119

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,960 17,485

仕入債務の増減額（△は減少） △2,526 2,649

未払費用の増減額（△は減少） 3,368 7,766

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,796 △8,929

その他の資産の増減額（△は増加） △2,253 2,597

その他の負債の増減額（△は減少） △887 △2,772

小計 140,547 197,550

利息及び配当金の受取額 6,270 6,137

利息の支払額 △10,417 △8,154

法人税等の支払額 △7,730 △7,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,670 187,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 10,000 －

投資有価証券の取得による支出 △51,401 △90,295

有形固定資産の取得による支出 △36,751 △12,717

長期預り金の返還による支出 △4,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 27,822 27,822

敷金及び保証金の差入による支出 △300 －

その他 3,866 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,764 △75,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △190,706 △96,668

自己株式の取得による支出 △113 －

配当金の支払額 △21,881 △21,508

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,701 △118,176

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,205 △5,399

現金及び現金同等物の期首残高 489,969 674,145

現金及び現金同等物の四半期末残高 505,174 668,746
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当第２四半期累計期間(自 平成23年４月1日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（５）セグメント情報等

(単位：千円）

報告セグメント

その他 合計ハードオフ

事業

オフハウス

事業

ブックオフ

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 407,215 737,533 454,207 1,598,956 ― 1,598,956

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 407,215 737,533 454,207 1,598,956 ― 1,598,956

セグメント利益 49,459 104,875 66,911 221,246 ― 221,246

(単位：千円）

利 益 金 額

報告セグメント計 221,246

「その他」の区分の利益 ―

セグメント間取引消去 ―

全社費用（注） △126,512

棚卸資産の調整額 ―

四半期損益計算書の営業利益 94,734
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Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

当第２四半期累計期間(自 平成23年４月1日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計ハードオフ事

業
オフハウス事

業
ブックオフ事

業
計

売上高

  外部顧客への売上高 406,736 685,722 432,746 1,525,205 ― 1,525,205

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 406,736 685,722 432,746 1,525,205 ― 1,525,205

セグメント利益 69,534 92,282 73,412 235,229 ― 235,229

(単位：千円）

利 益 金 額

報告セグメント計 235,229

「その他」の区分の利益 ―

セグメント間取引消去 ―

全社費用（注） △113,027

棚卸資産の調整額 ―

四半期損益計算書の営業利益 122,202

（６） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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１．商品仕入実績 

当第２四半期累計期間における商品仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

２．販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５．補足情報

（１）仕入及び販売の状況

セグメントの名称 金額（千円）

ハードオフ事業 144,732

オフハウス事業 177,741

ブックオフ事業 160,587

合計 483,061

セグメントの名称 金額（千円）

ハードオフ事業 406,736

オフハウス事業 685,722

ブックオフ事業 432,746

合計 1,525,205
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