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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２四半期
累計期間

第21期
第２四半期
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
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９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） 8,561,030 4,227,434 18,161,469

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
63,548 △122,558 510,896

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
8,021 △75,015 271,278

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） － 1,987,454 1,839,597

発行済株式総数（株） － 125,876 113,574

純資産額（千円） － 1,768,054 1,457,218

総資産額（千円） － 10,459,752 9,676,105

１株当たり純資産額（円） － 13,640.48 12,443.57

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

67.94 △617.70 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）
67.80 － 2,382.24

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） － 16.4 14.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△99,679 － －

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△419,688 － －

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
664,228 － －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 1,314,434 －

従業員数（人） － 632 631

　（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２四半期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、潜在株式は存在する
ものの１株当たり四半期純損失である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２四半期会計期間において、当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２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 632 (1,387)

　（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２四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２四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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

金額（千円）

加盟店及び開店指導料 13,550

ロイヤルティ収入 18,649

代理店手数料 2,291

販売手数料 27,596

合計 62,087

　（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２四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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

金額（千円）

[リサイクル事業] ［193店舗］  

北海道地区 （ 26店舗） 604,819

東北地区 （ 35店舗） 723,624

関東地区 （ 28店舗） 739,468

北陸地区 （ 26店舗） 595,633

東海地区 （ 28店舗） 538,891

関西地区 （ 13店舗） 252,145

中国・四国地区 （ 21店舗） 388,415

九州地区 （ 16店舗） 322,349

合計 4,165,347

　（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２四半期会計期間末現在の直営店舗数であります。

EDINET提出書類

株式会社フォー・ユー(E03337)

四半期報告書

 4/32



(3）商品別売上状況

　　当第２四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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

金額（千円）

衣料 1,732,655

服飾雑貨 1,037,152

電化 635,379

生活雑貨 203,722

家具 106,086

キッズ 63,263

スポーツ 132,242

趣味用品 185,874

その他 68,969

合計 4,165,347

　（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２四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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

金額（千円）

衣料 618,144

服飾雑貨 422,979

電化 218,597

生活雑貨 56,464

家具 27,193

キッズ 12,432

スポーツ 48,908

趣味用品 62,846

その他 47,579

合計 1,515,146

　（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２四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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

売上高（千円） 　 4,165,347

１㎡当たり売上高

売場面積（平均）（㎡） 108,951

１㎡当たり期間売上高

（千円）
38

１人当たり売上高

従業員数（平均）（人） 1,982

１人当たり期間売上高

（千円）
2,101

　（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２四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２四半期会計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の不安定さや世界的な景気減速等の影響により、景気

の後退局面入りが懸念されることとなりました。

　　　一方、中古品小売業界におきましては、環境意識の高まりを背景に市場規模は拡大基調となっております。

　　　このような状況の下で、当社では、売上総利益率および人件費率の改善ならびに在庫コントロールの効率化に継続

して取組み、当第２四半期会計期間における既存店業績は引き続き好調に推移いたしました。また、一部地域にお

いてＴＶコマーシャルを取り入れ、さらなる認知度の向上を目的とした戦略を講じました。

　　　出店政策においては、当第２四半期会計期間において新たに出店５店（直営４店、フランチャイズ１店）を行い、

第１四半期会計期間と合わせ、すでに13店の新店を出店した結果、当第２四半期会計期間末時点における店舗数

は229店（直営193店、フランチャイズ36店）となっており、着実に規模の拡大を図っております。また、当社では、

「セカンドストリート」ブランドの認知度向上と浸透を目指しており、その一環として、「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋ

ｉ」の屋号を持つ店舗の、「セカンドストリート」へのリニューアルも進めており、当第２四半期会計期間にお

いて４店舗を、第１四半期会計期間と合わせれば15店舗をセカンドストリートに転換いたしました。

　　　さらに、今後のさらなる規模の拡大を踏まえ、とりわけ重要な要素となる人材育成において、階層別研修制度の構

築と推進に励み、その強化に積極的に取り組んでおります。

　　　こうした状況の下で、当第２四半期会計期間の売上高は4,165百万円、その他の営業収入は62百万円、経常損失は122

百万円となり、四半期純損失は75百万円となりました。

　　　なお、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。

(2）　キャッシュ・フローの状況

　　　当第２四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、財務活動において資金の増加が

ありましたが、営業活動および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、前四

半期会計期間末より214百万円減少し、当第２四半期会計期間末の資金残高は1,314百万円となっております。

　　　当第２四半期会計期間における各キャッシュ・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）

　　　営業活動の結果減少した資金は132百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失162百万円を計上したこ

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258百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出220百万円があっ

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176百万円となりました。これは主に、長期借入金による収入1,400百万円、社債の発

行による収入1,782百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出2,934百万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２四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、前四半期会計期間末より308百万円増加し、10,459百万円となりました。主な要因は、商品が126百万円、有

形固定資産が184百万円増加したことによるものであります。

　②　負債

　　　負債は、前四半期会計期間末より240百万円増加し、8,691百万円となりました。主な要因は、社債および１年以内償

還予定社債が1,570百万円、短期借入金が140百万円増加しましたが、長期借入金および１年以内返済予定の長期借

入金の減少が1,534百万円あったことによるものであります。

　③　純資産

　　　純資産は、前四半期会計期間末より67百万円増加し、1,768百万円となりました。主な要因は、新株予約権の行使によ

り資本金および資本準備金が135百万円増加したほか、四半期純損失75百万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、前四半期会計期間末の16.3％から0.1ポイント改善し、16.4％となりました。

EDINET提出書類

株式会社フォー・ユー(E03337)

四半期報告書

 8/32



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四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２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であっ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、前四半期会計期間末に計画中であった店舗の新設は、平成20年７月に１店舗（ジャンブルストア二又瀬

店）、平成20年８月に１店舗（セカンドストリート足利店）、平成20年９月に２店舗（セカンドストリート函館戸

倉店、セカンドストリート寝屋川店）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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月11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 125,876 125,876
大阪証券取引所

（市場第二部）
－

計 125,876 125,876 － －

　（注）  「提出日現在発行数」欄には、平成20年11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５回新株予約権（平成16年９月28日定時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 67

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） 603

新株予約権の行使時の払込金額（円） 46,772

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 －

②　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２四半期会計期間末現在
（平成20年９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
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第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

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 －

③　第７回新株予約権（平成17年９月27日定時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９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２四半期会計期間末現在
（平成20年９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
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第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

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 －

②　第９回新株予約権（平成20年６月25日定時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 2,000

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） 2,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,787

新株予約権の行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成25年６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　 　 22,787

資本組入額　　11,394

新株予約権の行使の条件

・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。

・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。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・その他権利行使の条件については、定時株主総会および

取締役会の決議に基づき、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

定めるところとする。

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 －

③　第10回新株予約権（平成20年６月25日定時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 500

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） 500
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第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月29日

至　平成45年７月28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　 　 １

資本組入額　　１

新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、行使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。

・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。

・新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

・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。

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７月１日～

平成20年９月30日

（注）

5,904 125,876 67,882 1,987,454 67,882 2,216,254

　（注）　新株予約権の行使による増加であります。

（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ゲオ 愛知県春日井市如意申町５丁目11－３ 63,302 50.28

ジャパン・ブレークスルー・2004
東京都千代田区丸の内２丁目２－２　丸の

内三井ビル８階
15,944 12.66

株式会社Ｓ＆Ａ 香川県高松市伏石町1211 15,728 12.49

沢田　喜代則 愛知県名古屋市千種区 3,096 2.45

阿部　和広 徳島県徳島市 1,500 1.19

清水　孝浩 埼玉県さいたま市見沼区 1,415 1.12

協愛株式会社 大阪府大阪市北区西天満３丁目８番20号 1,300 1.03

あいおい損害保険株式会社

（常任代理人　日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社）

東京都渋谷区恵比寿１丁目28－１

（東京都港区浜松町２丁目11番３号）
1,152 0.91

有限会社水仙 東京都江東区住吉１丁目16－13 814 0.64

萩原　勝 福井県敦賀市 639 0.5

計 － 104,890 83.32
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９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 125,869 125,372 －

端株 普通株式 2 － －

発行済株式総数 125,876 － －

総株主の議決権 － 125,372 －

　（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497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497個は含まれておりません。

②【自己株式等】

　 平成20年９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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 15,600 24,400 23,000 22,500 22,600 20,900

最低（円） 12,800 14,600 20,000 18,100 17,400 17,600

　（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の提出日後、当四半期報告書の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。

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２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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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２四半期会計期間末
(平成20年９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 1,314,434 1,169,573

売掛金 164,643 150,079

商品 2,852,475 2,678,395

その他 759,328 645,778

貸倒引当金 △6,460 △7,060

流動資産合計 5,084,421 4,636,767

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,570,186

※1
 1,423,881

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1 　
 346,152

※1 　
 205,946

有形固定資産合計 2,180,172 1,893,660

無形固定資産

のれん 205,382 244,797

その他 31,538 34,613

無形固定資産合計 236,920 279,410

投資その他の資産

敷金 1,770,081 1,704,927

その他 1,261,756 1,220,228

貸倒引当金 △73,599 △58,890

投資その他の資産合計 2,958,238 2,866,266

固定資産合計 5,375,331 5,039,338

資産合計 10,459,752 9,676,105

負債の部

流動負債

買掛金 37,775 27,698

短期借入金 300,000 648,370

1年内償還予定の社債 420,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 1,665,882 1,918,008

未払法人税等 65,443 113,362

賞与引当金 135,209 109,545

その他 1,037,324 1,144,187

流動負債合計 3,661,635 4,221,172

固定負債

社債 1,440,000 30,000

長期借入金 2,951,339 3,320,081

その他 638,722 647,633

固定負債合計 5,030,062 3,997,714

負債合計 8,691,698 8,218,886
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９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 1,987,454 1,839,597

資本剰余金 2,216,254 2,068,397

利益剰余金 △2,486,390 △2,494,412

自己株式 △384 △384

株主資本合計 1,716,934 1,413,198

新株予約権 51,119 44,020

純資産合計 1,768,054 1,457,218

負債純資産合計 10,459,752 9,676,105
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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）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 8,462,558

売上原価 2,615,992

売上総利益 5,846,565

その他の営業収入 98,472

営業総利益 5,945,037

販売費及び一般管理費 ※1
 5,813,909

営業利益 131,128

営業外収益

受取利息 6,102

不動産賃貸料 125,858

その他 52,732

営業外収益合計 184,692

営業外費用

支払利息 79,251

不動産賃貸原価 126,317

その他 46,702

営業外費用合計 252,272

経常利益 63,548

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,900

償却債権取立益 2,500

特別利益合計 8,400

特別損失

固定資産売却損 3,595

固定資産除却損 62,596

減損損失 33,863

リース解約損 3,319

商品評価損 55,037

店舗閉鎖損失 28,996

その他 1,394

特別損失合計 188,804

税引前四半期純損失（△） △116,855

法人税、住民税及び事業税 46,926

法人税等調整額 △171,803

法人税等合計 △124,877

四半期純利益 8,021
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 4,165,347

売上原価 1,353,850

売上総利益 2,811,497

その他の営業収入 62,087

営業総利益 2,873,584

販売費及び一般管理費 ※1
 2,959,510

営業損失（△） △85,926

営業外収益

受取利息 3,630

不動産賃貸料 61,071

その他 30,764

営業外収益合計 95,466

営業外費用

支払利息 40,599

不動産賃貸原価 61,343

その他 30,155

営業外費用合計 132,098

経常損失（△） △122,558

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,900

特別利益合計 5,900

特別損失

固定資産売却損 3,595

固定資産除却損 12,485

減損損失 18,246

リース解約損 955

店舗閉鎖損失 10,355

その他 122

特別損失合計 45,760

税引前四半期純損失（△） △162,418

法人税、住民税及び事業税 23,579

法人税等調整額 △110,982

法人税等合計 △87,402

四半期純損失（△） △75,015
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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２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △116,855

減価償却費 175,267

減損損失 33,863

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,109

受取利息 △6,102

支払利息 79,251

店舗閉鎖損失 17,198

固定資産売却損益（△は益） 3,595

固定資産除却損 62,596

売上債権の増減額（△は増加） △14,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △174,668

仕入債務の増減額（△は減少） 10,076

その他 △25,664

小計 58,105

利息及び配当金の受取額 5,861

利息の支払額 △69,978

法人税等の支払額 △93,667

営業活動によるキャッシュ・フロー △99,679

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 △6,000

有形固定資産の取得による支出 △381,260

有形固定資産の売却による収入 1,546

貸付金の回収による収入 18,808

敷金の差入による支出 △94,802

敷金の回収による収入 34,076

その他 7,943

投資活動によるキャッシュ・フロー △419,688

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） △348,370

長期借入れによる収入 2,750,000

長期借入金の返済による支出 △3,370,867

社債の発行による収入 1,782,287

社債の償還による支出 △230,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △203,071

リース債務の返済による支出 △5,409

株式の発行による収入 289,658

財務活動によるキャッシュ・フロー 664,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,860

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
 1,314,434
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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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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、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、当第２四半期累計期間の営業

利益および経常利益がそれぞれ19,130千円

減少し、税引前四半期純損失が74,168千円

増加しております。

 
(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、賃貸借取引に係る方法に

準じた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、

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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項目
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

 
(3）繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い

　従来、社債発行費の処理方法は３年間にわ

たり均等償却しておりましたが、当第２四

半期会計期間より「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会　平成18年８月11日　実務対応報告第19

号）を適用し、当第２四半期会計期間にお

いて発生した社債発行費は、支出時に全額

費用処理しております。

　これにより、当第２四半期累計期間の経常

利益が14,760千円減少し、税引前四半期純

損失が14,760千円増加しております。

　なお、当会計処理の変更が当第２四半期会

計期間に行われたのは、上記実務対応報告

の適用事業年度以後、第１四半期会計期間

末まで社債の発行はなく、社債発行費も発

生していなかったためであり、第１四半期

会計期間におよぼす影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　　　当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四半期会計期間末
（平成20年９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

1,817,103千円

※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 1,998千円 ㈱ウィルウェイ 2,436千円

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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 39,545千円

給与手当 1,056,027千円

雑給与 1,144,030千円

賃借料 1,574,779千円

減価償却費 173,304千円

貸倒引当金繰入額 19,809千円

賞与引当金繰入額 134,482千円

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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 21,722千円

給与手当 524,432千円

雑給与 582,615千円

賃借料 791,324千円

減価償却費 92,267千円

貸倒引当金繰入額 7,532千円

賞与引当金繰入額 53,662千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,314,434千円

投資その他の資産に計上され

ている「長期性預金」
14,000千円

　　計 1,328,434千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
△14,000千円

現金及び現金同等物 1,314,434千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　125,876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

　（1)第８回新株予約権

　　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　　 　　　3,946株　

　  新株予約権の四半期会計期間末残高　　　39,460千円

（2)ストック・オプションとしての新株予約権

　　第９回新株予約権　　　　　　　　　　　 2,260千円

　　第10回新株予約権　　　　　　　　　　　 9,399千円

（注）第８回新株予約権および第９回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

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、平成20年９月24日付で、当

社第３回新株予約権および第４回新株予約権の行使による払込みを受けました。この結果、当第２四半期累計

期間において資本金が147,857千円、資本準備金が147,857千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金

が1,987,454千円、資本準備金が2,216,254千円となっております。
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額および科目名

　　販売費及び一般管理費　　　11,659千円

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容　

 
平成20年ストック・オプション
（第９回新株予約権）　

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　33名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　2,000株

付与日 平成20年７月10日

権利確定条件

付与日（平成20年７月10日）以降、権利確定日（平成22

年６月30日）まで当社の取締役または従業員であるこ

と。

対象勤務期間 自　平成20年７月10日　　至　平成22年６月30日

権利行使期間 自　平成22年７月１日　　至　平成25年６月30日

権利行使価格（円） 22,787

付与日における公正な評価単価（円） 9,040

 
平成20年ストック・オプション
（第10回新株予約権）　

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　３名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　500株

付与日 平成20年７月28日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間（注） 自　平成22年７月29日　　至　平成45年７月28日

権利行使価格（円） 1

付与日における公正な評価単価（円） 18,799

　（注）　新株予約権者は当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使することができます。ただしこの

場合、新株予約権者は当社の取締役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ます。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成20年９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 13,640.48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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 67.94円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
67.80円

１株当たり四半期純損失金額 △617.70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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

である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および潜在株式調整後１株当たり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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
  

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 8,021 △75,015

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又は四半期純損失

（△）（千円）
8,021 △75,015

期中平均株式数（株） 118,068.0 121,442.6
   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 250 500

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２四半期会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　　 　該当事項はありません。

　

　

（リース取引関係）

当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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、前事業年度に比べ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11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２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・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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