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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期
第１四半期
累計(会計)期間

第20期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

営業収益（千円） 4,333,595 18,161,469

経常利益（千円） 186,106 510,896

四半期（当期）純利益（千円） 83,037 271,278

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ －

資本金（千円） 1,919,572 1,839,597

発行済株式総数（千株） 119,972 113,574

純資産額（千円） 1,700,205 1,457,218

総資産額（千円） 10,151,068 9,676,105

１株当たり純資産額（円） 13,805.39 12,443.57

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
721.01 2,388.68

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 2,382.24

１株当たり配当額（円） － －

自己資本比率（％） 16.3 14.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
32,915 －

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△161,375 －

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
487,387 －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,528,500 －

従業員数（人） 629 631

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．営業収益は、四半期損益計算書の「売上高」と「その他の営業収入」を合計して記載しております。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

５．第21期第１四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

６．キャッシュ・フロー計算書は第21期第１四半期累計（会計）期間より作成しているため、第20期の営業活動

によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュフローおよび

現金及び現金同等物の期末残高については記載しておりません。
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２【事業の内容】

　

　当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

　

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において子会社であった株式会社ティー・プロジェクトは、平成20年５月29日に清算結了し

たため、関係会社ではなくなりました。

　なお、その他の関係会社であった株式会社ゲオは、平成20年５月15日から平成20年６月18日までを公開買付け期間と

して実施した当社株式に対する公開買付け、および平成20年６月24日に同社を割当先とする第三者割当増資を実施し

た結果、議決権比率が50％を超えましたので、当社の親会社に該当することとなりました。

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 629 (1,311)

　（注）１．従業員数は就業人員数（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。）であり、臨時従

業員（８時間換算）は当第１四半期会計期間の平均人数を（　）に外数で記載しております。

２．臨時従業員数は、派遣社員を除いております。
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第２【事業の状況】

１【売上及び仕入の状況】

(1）その他の営業収入の内訳

　　当第１四半期会計期間のその他の営業収入実績を項目別に示すと、次のとおりであります。

項目別

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

金額（千円）

ロイヤルティ収入 21,114

代理店手数料 2,874

販売手数料 12,395

合計 36,384

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）地区別売上状況

　　当第１四半期会計期間の売上実績を地区別に示すと、次のとおりであります。

地区別

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

金額（千円）

[リサイクル事業] ［189店舗］  

北海道地区 （ 25店舗） 606,932

東北地区 （ 35店舗） 726,168

関東地区 （ 27店舗） 747,057

北陸地区 （ 26店舗） 647,763

東海地区 （ 28店舗） 577,551

関西地区 （ 12店舗） 262,206

中国・四国地区 （ 21店舗） 409,039

九州地区 （ 15店舗） 320,490

合計 4,297,210

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．店舗数は、当第１四半期会計期間末現在の直営店舗数であります。
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(3）商品別売上状況

　　当第１四半期会計期間の売上実績を商品別に示すと、次のとおりであります。

商品別

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

金額（千円）

衣料 1,777,502

服飾雑貨 1,057,489

電化 654,990

生活雑貨 220,302

家具 113,902

キッズ 70,173

スポーツ 139,948

趣味用品 190,462

その他 72,438

合計 4,297,210

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）商品別仕入状況

　　当第１四半期会計期間の仕入実績を商品別に示すと、次のとおりであります。

商品別

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

金額（千円）

衣料 482,379

服飾雑貨 442,430

電化 217,062

生活雑貨 57,024

家具 27,475

キッズ 15,081

スポーツ 47,893

趣味用品 69,553

その他 48,405

合計 1,407,306

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(5）直営店単位当たり売上高

　　当第１四半期会計期間の直営店単位当たり売上高実績を項目別に示すと、次のとおりであります。

項目別

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上高（千円） 　 4,297,210

１㎡当たり売上高

売場面積（平均）（㎡） 105,786

１㎡当たり期間売上高

（千円）
40

１人当たり売上高

従業員数（平均）（人） 1,943

１人当たり期間売上高

（千円）
2,211

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．売場面積、従業員数の計算基準は期中平均によっております。

３．従業員数には臨時従業員（８時間換算）を含めております。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

(1）　業績の状況

　　　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰やインフレ懸念等の影響から景気の不透明感が増す

こととなりました。

　　　一方、中古品小売業界におきましては、環境問題が大きく取り上げられる中、これまで曖昧であった「リサイク

ル」と「リユース」の線引きに関して、経済産業省と環境省の合同部会においてガイドラインが作成される運び

となるなど、市場の認知度はますます高まってきている感があります。

　　　このような状況の下で、当社では、当期より新規出店を本格的に再始動し、出店８店、閉店１店を行い、当第１四半

期会計期間末時点における店舗数は224店（直営189店、フランチャイズ35店）となりました。また、セカンドスト

リートのブランド定着に向けて、Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉの屋号を持つ店舗を、11店舗セカンドストリートに転換い

たしました。出店予定数の残りに関しましても、既に相当数の物件を押さえており、出店政策も順調に推移してお

ります。

　　　また、これまで取り組んでまいりました既存店業績の底上げならびに店舗運営を支援する本部体制の整備が一定

の成果を見せ始めたことから、業績の回復が着実に進んでいると認識しております。とりわけ店舗運営において

は、売上総利益率および人件費率のコントロールに注力したことにより、業績の安定感が増してまいりました。加

えて、これまで自粛しておりましたブランド品の取扱いを再開いたしました。

　今後は、前回の不祥事を大いなる教訓とし新たに構築し直したチェック体制の下、店舗におけるコピー品の存在

を排除し、再発の防止に細心の注意を払いながら、徐々に規模を拡大させていく所存であります。

　　　なお、前事業年度において、その他の関係会社であった株式会社ゲオは、同社が平成20年５月から６月にかけて実

施した当社株式に対する公開買付けならびに、平成20年６月に当社が行った同社を割当先とする第三者割当増資

により、議決権比率が50％を超えましたので、当第１四半期会計期間において、当社の親会社に該当することとな

りました。

　　　こうした状況の下で、当第１四半期会計期間の売上高は4,297百万円、その他の営業収入は36百万円、経常利益は186

百万円となり、四半期純利益は83百万円となりました。

　　　当社の展開する「セカンドストリート」の主力商品である「衣料」は、販売単価・量といった面で季節（気温）

的な影響が大きく、四半期ごとの決算においては業績の偏りが発生します。

　　　なお、平成20年５月29日に株式会社ティー・プロジェクトの清算が結了し、当社が連結すべき子会社が存在しなく

なったことから、当第１四半期会計期間より連結財務諸表は作成しておりません。

(2）　キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動および財務活動におい

て資金の増加がありましたが、投資活動における固定資産の取得等に伴う資金の減少があったことにより、前事

業年度末より358百万円増加し、当第１四半期会計期間末の資金残高は1,528百万円となっております。

　　　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果増加した資金は32百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益45百万円、減価償却費81

百万円がありましたが、たな卸資産の増加額が90百万円があったことによるものであります。

　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果減少した資金は161百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出160百万円があっ

たことによるものであります。

　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果増加した資金は487百万円となりました。これは主に、長期借入による収入1,350百万円がありまし

たが、短期借入金の純減少額488百万円、長期借入金の返済による支出436百万円があったことによるものです。

(3）　事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期会計期間において、対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）　研究開発活動

　　　該当事項はありません。　
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(5）　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　　　当社を取り巻く事業環境は、社会的な関心の高まりとともに、一般消費者の選択肢の一つとして中古品が受け入れ

られ、市場は年々拡大していく傾向にあります。これに呼応し、取扱商品を絞った専門店や多様な商品を取扱う総

合店など、様々なタイプの店舗が増加しています。

　当社といたしましては、これらの状況を踏まえて、ドミナントによる出店戦略や広告戦略にも力を注ぎ、さらな

る規模の拡大およびブランドの定着を目指します。

(6）　財政状態の分析

　①　総資産

　　　総資産は、前事業年度末より474百万円増加し、10,151百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が358百万円、

有形固定資産が101百万円増加したことによるものであります。

　②　負債

　　　負債は、前事業年度末より231百万円増加し、8,450百万円となりました。主な要因は、長期借入金および１年以内返

済予定の長期借入金が913百万円増加しましたが、短期借入金の減少が488百万円あったことによるものでありま

す。

　③　純資産

　　　純資産は、前事業年度末より242百万円増加し、1,700百万円となりました。主な要因は、第三者割当増資による資本

金および資本準備金が159百万円増加したほか、四半期純利益83百万円を計上したことによるものです。自己資本

比率については、前事業年度の14.6％から1.7ポイント改善し、16.3％となりました。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。ま

た、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

　なお、前事業年度末に計画中であった店舗の新設は、平成20年４月に６店舗（ＳＳ富士宮店、ＪＳ久喜店、ＪＳ草加

店、ＪＳ豊川インター店、ＳＳ今治鳥生店、ＪＳ和白店）が完了し、平成20年５月に２店舗（ＪＳ高屋店、ＪＳ土佐道

路店）が完了しました。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 219,600

計 219,600

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 119,972 119,972
大阪証券取引所

（市場第二部）
－

計 119,972 119,972 － －

　（注）  「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日以降提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　第３回新株予約権（平成16年９月28日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 456

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,104

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,223

新株予約権の行使期間
自　平成17年10月１日

至　平成20年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　22,223

資本組入額　　11,112

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②　第４回新株予約権（平成16年９月28日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,223

新株予約権の行使期間
自　平成17年10月１日

至　平成20年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　22,223

資本組入額　　11,112

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

③　第５回新株予約権（平成16年９月28日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 68

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 612

新株予約権の行使時の払込金額（円） 46,772
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第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月１日

至　平成21年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　 46,772

資本組入額　　23,386

新株予約権の行使の条件

・対象者は、新株予約権の行使時においても当社並びに当

社100％子会社の取締役及び従業員であることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年による退職その他正

当な理由がある場合はこの限りではない。

・対象者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他新株予約権の行使の条件については、本総会以降

に開催される取締役会決議に基づき当社と本新株予約

権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割

当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

④　第６回新株予約権（平成16年９月28日定時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 82

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 738

新株予約権の行使時の払込金額（円） 79,910

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月１日

至　平成21年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　 79,910

資本組入額　　39,955

新株予約権の行使の条件

・対象者は、新株予約権の行使時においても当社並びに当

社100％子会社の取締役及び従業員であることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年による退職その他正

当な理由がある場合はこの限りではない。

・対象者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他新株予約権の行使の条件については、本総会以降

に開催される取締役会決議に基づき当社と本新株予約

権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割

当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

⑤　第７回新株予約権（平成17年９月27日定時株主総会決議）

EDINET提出書類

株式会社フォー・ユー(E03337)

四半期報告書

12/30



 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 623

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 623

新株予約権の行使時の払込金額（円） 53,823

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成22年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　 53,823

資本組入額　　26,912

新株予約権の行使の条件

・対象者は、新株予約権の行使時においても当社並びに当

社100％子会社の取締役及び従業員であることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年による退職その他正

当な理由がある場合はこの限りではない。

・対象者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他新株予約権の行使の条件については、本総会以降

に開催される取締役会決議に基づき当社と本新株予約

権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割

当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　第８回新株予約権（平成18年６月19日臨時株主総会決議）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,946

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,946

新株予約権の行使時の払込金額（円） 43,700

新株予約権の行使期間
自　平成18年８月１日

至　平成21年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 43,700

資本組入額　　 21,850

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年６月24日 6,398 119,972 79,975 1,919,572 79,975 2,148,372

　（注）　株式会社ゲオを割当先とする第三者割当によるものであります。

（５）【大株主の状況】

　

　当第１四半期会計期間において、株式会社ゲオおよび株式会社Ｓ＆Ａから、それぞれ次のとおり大量保有報告書の

写しの送付がありましたが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができませ

ん。

①　株式会社ゲオの平成20年６月25日付の大量保有報告書の写しの内容

大量保有者　　　　　　　株式会社ゲオ

住所　　　　　　　　　　愛知県春日井市如意申町五丁目11番地の３

保有株券等の数　　　　　株式　　　　63,302株

　　　　　　　　　　　　新株予約権　 3,946株

株券等保有割合　　　　　54.27％

②　株式会社Ｓ＆Ａの平成20年６月25日付の大量保有報告書の写しの内容

大量保有者　　　　　　　株式会社Ｓ＆Ａ

住所　　　　　　　　　　香川県高松市伏石町1211番地

保有株券等の数　　　　　株式　　　　15,728株

株券等保有割合　　　　　13.85％
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 5 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 113,567 113,067 －

端株 普通株式 2 － －

発行済株式総数 113,574 － －

総株主の議決権 － 113,067 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。なお、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数500個は含まれておりません。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社フォー・

ユー

香川県高松市今里町

二丁目16番地１
5 － 5 0.0

計 － 5 － 5 0.0
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 15,600 24,400 23,000

最低（円） 12,800 14,600 20,000

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

　該当事項はありません。

(2）退任役員

　該当事項はありません。

(3）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役
会長

－ 取締役会長 － 沢田　喜代則 平成20年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当社の連結子会社であった株式会社ティー・プロジェクトは平成20年５月29日に清算が結了したことに伴い、

当第１四半期会計期間については四半期連結財務諸表を作成しておりません。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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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）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,528,500 1,169,573

売掛金 126,672 150,079

商品 2,725,979 2,678,395

その他 641,395 645,778

貸倒引当金 △5,160 △7,060

流動資産合計 5,017,387 4,636,767

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,479,859

※1
 1,423,881

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1 　
 251,734

※1 　
 205,946

有形固定資産合計 1,995,427 1,893,660

無形固定資産

のれん 225,089 244,797

その他 33,429 34,613

無形固定資産合計 258,519 279,410

投資その他の資産

敷金 1,735,362 1,704,927

その他 1,217,538 1,220,228

貸倒引当金 △73,166 △58,890

投資その他の資産合計 2,879,734 2,866,266

固定資産合計 5,133,681 5,039,338

資産合計 10,151,068 9,676,105

負債の部

流動負債

買掛金 21,590 27,698

短期借入金 159,700 648,370

1年内償還予定の社債 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 2,216,926 1,918,008

未払法人税等 33,353 113,362

賞与引当金 81,547 109,545

その他 1,058,831 1,144,187

流動負債合計 3,831,949 4,221,172

固定負債

社債 30,000 30,000

長期借入金 3,934,712 3,320,081

その他 654,201 647,633

固定負債合計 4,618,913 3,997,714

負債合計 8,450,862 8,218,886
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,919,572 1,839,597

資本剰余金 2,148,372 2,068,397

利益剰余金 △2,411,375 △2,494,412

自己株式 △384 △384

株主資本合計 1,656,185 1,413,198

新株予約権 44,020 44,020

純資産合計 1,700,205 1,457,218

負債純資産合計 10,151,068 9,676,105

EDINET提出書類

株式会社フォー・ユー(E03337)

四半期報告書

19/30



（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20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 4,297,210

売上原価 1,262,142

売上総利益 3,035,068

その他の営業収入 36,384

営業総利益 3,071,453

販売費及び一般管理費 ※1
 2,854,398

営業利益 217,054

営業外収益

受取利息 2,472

不動産賃貸料 64,786

その他 21,967

営業外収益合計 89,226

営業外費用

支払利息 38,651

不動産賃貸原価 64,974

その他 16,547

営業外費用合計 120,173

経常利益 186,106

特別利益

償却債権取立益 2,500

特別利益合計 2,500

特別損失

固定資産除却損 50,111

減損損失 15,617

リース解約損 2,364

商品評価損 55,037

店舗閉鎖損失 18,641

その他 1,272

特別損失合計 143,043

税引前四半期純利益 45,562

法人税、住民税及び事業税 23,346

法人税等調整額 △60,820

法人税等合計 △37,474

四半期純利益 83,037
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６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 45,562

減価償却費 81,987

減損損失 15,617

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,376

受取利息 △2,472

支払利息 38,651

店舗閉鎖損失 13,669

固定資産除却損 50,111

売上債権の増減額（△は増加） 23,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,172

仕入債務の増減額（△は減少） △6,107

その他 △73,162

小計 151,469

利息及び配当金の受取額 2,351

利息の支払額 △27,480

法人税等の支払額 △93,424

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △160,913

有形固定資産の売却による収入 773

貸付金の回収による収入 9,403

敷金の差入による支出 △37,162

敷金の回収による収入 25,745

その他 3,777

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △488,670

長期借入れによる収入 1,350,000

長期借入金の返済による支出 △436,451

設備関係割賦債務の返済による支出 △94,734

リース債務の返済による支出 △1,210

株式の発行による収入 158,454

財務活動によるキャッシュ・フロー 487,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 358,927

現金及び現金同等物の期首残高 1,169,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,528,500
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【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】

項目
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）たな卸資産の評価基準及び評価方法の

変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による原

価法によっておりましたが、当第１四半期

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主と

して総平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益および経常利益がそ

れぞれ2,819千円、税引前四半期純利益が

57,856千円減少しております。
 

(2）リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る会計処

理によっておりましたが、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））および

「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会　会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する事業年度

に係る四半期財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、当第１四

半期会計期間からこれらの会計基準等を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引に係るリース資産の減

価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。なお、リース取引開始日

がリース会計基準適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を適用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。
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【簡便な会計処理】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,786,293千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,821,521千円

  ２．偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のと

おり連帯保証を行っております。

  ２．偶発債務

金融機関等からのリース契約債務に対して次のと

おり連帯保証を行っております。

㈱ウィルウェイ 2,217千円 ㈱ウィルウェイ 2,436千円

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 17,823千円

給与手当 531,595千円

雑給与 561,415千円

賃借料 783,455千円

減価償却費 81,036千円

貸倒引当金繰入額 12,276千円

賞与引当金繰入額 80,819千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,528,500千円

投資その他の資産に計上され

ている「長期性預金」
11,000千円

　　計 1,539,500千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
△11,000千円

現金及び現金同等物 1,528,500千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　119,972株

２．自己株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　 　　　　　５株

３．新株予約権等に関する事項

　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　普通株式　

　新株予約権の目的となる株式の数　　 　　　9,850株　

　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　44,020千円

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成20年６月24日付で、株式会社ゲオから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四

半期会計期間において資本金が79,975千円、資本準備金が79,975千円増加し、当第１四半期会計期間末において

資本金が1,919,572千円、資本準備金が2,148,372千円となっております。

　

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　当第１四半期会計期間において、著しい変動は認められません。

　

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（持分法損益等）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 13,805.39円 １株当たり純資産額 12,443.57円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 721.01円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 83,037

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 83,037

期中平均株式数（株） 115,168.1

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要。

－
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（重要な後発事象）

　　　 当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　 　１．当社は、平成20年７月７日開催の当社取締役会において、平成20年６月25日開催の当社第20回定時株主総会にて

承認された取締役の報酬の範囲内で、取締役に対しストック・オプションとして発行する新株予約権について

下記のとおり決議いたしました。

　　　　(1）付与対象者の区分および人数

　　　　　　当社取締役３名

　　　　(2）新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　　普通株式

　　　　(3）新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　　500株

　　　　(4）新株予約権の払込金額

　　　　　　新株予約権の割当日にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定される公正価値を払込金額とする一方、新株予

約権者に対して当該払込金額に相当する報酬を支給することとし、払込に代えて当該報酬債権により相殺す

る。

　　　　(5）新株予約権行使時の払込金額

　　　　　　１円

　　　　(6）新株予約権の行使期間

　　　　　　平成20年７月29日から平成45年７月28日までとする。

　　　　(7）新株予約権の行使の条件

　　　　　　a.新株予約権者は、上記(6）の期間内において当社の取締役の地位を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日

から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

　　　　　　b.新株予約権者の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

　　　　　　c.新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

　　　　　　d.その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契

約」で定めるところによる。

　　　　(8）新株予約権の譲渡に関する事項

　　　　　　取締役会の承認を要するものとする。

　　　　(9）新株予約権の割当日

　　　　　　平成20年７月28日

　　　２．当社は、平成20年７月７日開催の当社取締役会において、平成20年６月25日開催の当社第20回定時株主総会の委任

を受け、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、従業員に対しストック・オプションとして発行

する新株予約権について下記のとおり決議いたしました。

　　　　(1）付与対象者の区分および人数

　　　　　　当社従業員33名

　　　　(2）新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　　普通株式

　　　　(3）新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　　2,000株

　　　　(4）新株予約権の払込金額

　　　　　　新株予約権につき払込を要しないものとする。

　　　　(5）新株予約権行使時の払込金額

　　　　　　新株予約権１個当たり　22,787円

　　　　　　１株当たりの払込金額　22,787円

　　　　(6）新株予約権の行使期間

　　　　　　平成22年７月１日から平成25年６月30日までとする。
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　　　　(7）新株予約権の行使の条件

　　　　　　　a.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員の地位にあることを要す。

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

　　　　　　　b.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

　　　　　　　c.新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

　　　　　　　d.その他権利行使の条件については、当社と新株予約権者の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当

契約」で定めるところによる。

　　　　(8）新株予約権の譲渡に関する事項

　　　　　　取締役会の承認を要するものとする。

　　　　(9）新株予約権の割当日

　　　　　　平成20年７月10日

　

　

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第１四半期会計期間末においてリース取引残高の著し

い変動は認められません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 　 　 平成20年８月５日

株式会社フォー・ユー 　 　 　

　 取締役会　御中 　

　 監査法人トーマツ 　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 北田　隆　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 久保　誉一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フォー・

ユーの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第21期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォー・ユーの平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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