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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３四半期
累計期間

第21期
第３四半期
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

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31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） 13,884,460 5,323,430 18,161,469

経常利益（千円） 553,107 483,658 510,896

四半期（当期）純利益（千円） 313,290 305,268 271,278

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） － 2,075,558 1,457,218

総資産額（千円） － 10,250,314 9,676,105

１株当たり純資産額（円） － 16,065.74 12,443.57

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2,601.9 2,425.27 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）
2,594.72 2,415.68 2,382.24

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） － 19.7 14.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
655,427 － －

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△644,584 － －

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△52,269 － －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 1,128,146 －

従業員数（人） － 649 631

　（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．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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 649 (1,542)

　（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３四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３四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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

金額（千円）

ロイヤルティ収入 20,508

販売手数料 14,156

合計 34,664

　（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３四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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

金額（千円）

[リサイクル事業] ［202店舗］  

北海道地区 （ 26店舗） 674,033

東北地区 （ 36店舗） 794,261

関東地区 （ 31店舗） 996,567

北陸地区 （ 25店舗） 717,299

東海地区 （ 30店舗） 729,031

関西地区 （ 15店舗） 388,734

中国・四国地区 （ 22店舗） 554,377

九州地区 （ 17店舗） 434,458

合計 5,288,765

　（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３四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３四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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

金額（千円）

衣料 2,604,953

服飾雑貨 1,169,320

電化 689,558

生活雑貨 229,358

家具 107,449

キッズ 83,181

スポーツ 153,921

趣味用品 182,749

その他 68,273

合計 5,288,765

　（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３四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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

金額（千円）

衣料 779,265

服飾雑貨 439,465

電化 222,082

生活雑貨 54,808

家具 25,711

キッズ 18,384

スポーツ 56,571

趣味用品 60,298

その他 52,287

合計 1,708,873

　（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３四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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

売上高（千円） 　 5,288,765

１㎡当たり売上高

売場面積（平均）（㎡） 108,197

１㎡当たり期間売上高

（千円）
48

１人当たり売上高

従業員数（平均）（人） 2,172

１人当たり期間売上高

（千円）
2,435

　（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３四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３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する世界規模の金融危機の

深刻化、為替の急激な変動ならびに原油や資源価格の乱高下等から景気が急激に悪化した結果、個人消費につき

ましても消費マインドが冷え込むなど、企業を取り巻く環境は非常に厳しい状況で推移しました。

　　　当社の関連する中古品小売業界におきましては、景気悪化の影響により高額商品の需要が伸び悩むなど、個人消費

に若干の懸念はあるものの、生活防衛意識の高まりや環境意識の高まりが追い風となり、市場規模は拡大基調に

あります。

　　　このような状況の中、当社といたしましては、好調な需要を維持している衣料品を中心に積極的な販売活動を推進

するとともに、店舗オペレーションの改善による収益力強化に取組み、また新規出店を推進することで業績の拡

大に努めました。さらに、第２四半期会計期間に引き続き一部地域においてＴＶコマーシャルを実施するなど、認

知度の向上に努めました。

　　　出店政策においては、当第３四半期会計期間に新たに12店（直営11店、フランチャイズ１店）の出店、２店の閉店

を行い、当第３四半期会計期間末時点における店舗数は239店（直営202店、フランチャイズ37店）となっており

ます。

　また、当社は現在、総合商材（衣料・服飾・電化・家具・生活雑貨等）を取り扱う「セカンドストリート」およ

び「Ｄｏｋi－Ｄｏｋｉ」と衣料・服飾品に特化した専門店である「ジャンブルストア」を展開しておりますが、

店舗名の統一によるブランドの認知向上に取組み、「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋｉ」の屋号を持つ店舗の「セカンドスト

リート」への転換、衣料・服飾特化業態で別の屋号を持つ店舗の「ジャンブルストア」への転換を推進しており

ます。

　　　こうした流れの中で、当第３四半期会計期間において５店舗を「セカンドストリート」に転換いたしました。今後

もこの活動を推進し、「セカンドストリート」「ジャンブルストア」のブランドの認知度向上に取組んでまいり

ます。

　　　上記の結果、当第３四半期会計期間の売上高は5,288百万円、その他の営業収入は34百万円、経常利益は483百万円、

四半期純利益は305百万円となりました。

　　　なお、当社の展開する「セカンドストリート」および「ジャンブルストア」の主力商品である衣料品は販売単価

・量等の面で季節（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３四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、営業活動において資金の増加が

ありましたが、投資活動および財務活動における借入金の返済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186百万円減少し、当第３四半期会計期間末の資金残高は1,128百万円となっております。

　　　当第３四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）

　　　営業活動の結果増加した資金は755百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益450百万円を計上したほ

か、減価償却費110百万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224百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出207百万円があっ

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）

　　　財務活動の結果減少した資金は716百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額200百万円および長期

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３四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209百万円減少し、10,250百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が186

百万円減少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516百万円減少し、8,174百万円となりました。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の減少が436百万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307百万円増加し、2,075百万円となりました。主な要因は、四半期純利益305百万

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16.4％から3.3ポイント改善

し、19.7％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３四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３四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10月に３店舗（セカンドストリート屋島店、

ジャンブルストア岐阜長良店、ジャンブルストア枚方店）、平成20年11月に４店舗（セカンドストリート青森大野

店、セカンドストリート川中島店、ジャンブルストア横浜今宿店、ジャンブルストア前橋店）、平成20年12月に４店

舗（セカンドストリート清水バイパス店、ジャンブルストア仙台高砂店、ジャンブルストアひたち野うしく店、ジャ

ンブルストア八尾店）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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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）

当社は単元株制

度を採用してお

りません。

計 125,876 125,876 － －

　（注）  「提出日現在発行数」欄には、平成21年２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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 615

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

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 615

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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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） －
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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） －
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500

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10月１日～

平成20年12月31日
－ 125,876 － 1,987,454 － 2,216,254

　

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、株式会社Ｓ＆Ａから平成20年11月13日付の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。　

　なお、株式会社Ｓ＆Ａの大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

　　　大量保有者　　　　　　　株式会社Ｓ＆Ａ

　　　住所　　　　　　　　　　香川県高松市伏石町2049番地７

　　　保有株券等の数　　　　　株式　　　　15,728株

　　　株券等保有割合　　　　　12.49％

　

（６）【議決権の状況】

　当第３四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９月30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12月31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 －
当社は単元株制度を採用

しておりません。

完全議決権株式（その他） 普通株式 125,869 125,372 同上

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12月31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 10月 11月 12月

最高（円） 15,600 24,400 23,000 22,500 22,600 20,900 20,890 19,000 19,800

最低（円） 12,800 14,600 20,000 18,100 17,400 17,600 16,500 15,600 15,600

　（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

代表取締役
社長

－
代表取締役
社長

情報システ
ム部長

清水　孝浩 平成21年１月１日

取締役 － 取締役 開発部長 久保　幸司 平成21年１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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 1,128,146 1,169,573

売掛金 150,571 150,079

商品 2,795,650 2,678,395

その他 731,515 645,778

貸倒引当金 △14,140 △7,060

流動資産合計 4,791,743 4,636,767

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,639,562

※1
 1,423,881

土地 263,833 263,833

その他（純額） ※1　
 470,353

※1　
 205,946

有形固定資産合計 2,373,749 1,893,660

無形固定資産

のれん 185,674 244,797

その他 87,401 34,613

無形固定資産合計 273,076 279,410

投資その他の資産

敷金 1,816,210 1,704,927

その他 1,103,684 1,220,228

貸倒引当金 △108,150 △58,890

投資その他の資産合計 2,811,744 2,866,266

固定資産合計 5,458,571 5,039,338

資産合計 10,250,314 9,676,105

負債の部

流動負債

買掛金 31,179 27,698

短期借入金 100,000 648,370

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 1,585,641 1,918,008

未払法人税等 83,577 113,362

賞与引当金 58,581 109,545

その他 1,123,384 1,144,187

流動負債合計 3,402,363 4,221,172

固定負債

社債 1,440,000 30,000

長期借入金 2,595,111 3,320,081

その他 737,281 647,633

固定負債合計 4,772,392 3,997,714

負債合計 8,174,755 8,218,886
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 △2,181,121 △2,494,412

自己株式 △408 △384

株主資本合計 2,022,178 1,413,198

新株予約権 53,379 44,020

純資産合計 2,075,558 1,457,218

負債純資産合計 10,250,314 9,676,105
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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）

当第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)

売上高 13,751,323

売上原価 4,229,306

売上総利益 9,522,016

その他の営業収入 133,137

営業総利益 9,655,153

販売費及び一般管理費 ※1
 9,029,576

営業利益 625,577

営業外収益

受取利息 8,432

不動産賃貸料 177,271

その他 86,561

営業外収益合計 272,265

営業外費用

支払利息 116,291

不動産賃貸原価 178,008

その他 50,435

営業外費用合計 344,735

経常利益 553,107

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

固定資産売却損 3,595

固定資産除却損 65,049

減損損失 45,620

リース解約損 5,017

商品評価損 55,037

店舗閉鎖損失 46,013

その他 1,394

特別損失合計 221,728

税引前四半期純利益 333,878

法人税、住民税及び事業税 70,644

法人税等調整額 △50,056

法人税等合計 20,587

四半期純利益 313,290
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 5,288,765

売上原価 1,613,314

売上総利益 3,675,451

その他の営業収入 34,664

営業総利益 3,710,116

販売費及び一般管理費 ※1
 3,221,567

営業利益 488,548

営業外収益

受取利息 2,329

不動産賃貸料 51,413

その他 33,829

営業外収益合計 87,572

営業外費用

支払利息 37,039

不動産賃貸原価 51,691

その他 3,732

営業外費用合計 92,463

経常利益 483,658

特別損失

固定資産除却損 2,453

減損損失 11,757

リース解約損 1,697

店舗閉鎖損失 17,016

特別損失合計 32,924

税引前四半期純利益 450,733

法人税、住民税及び事業税 23,718

法人税等調整額 121,747

法人税等合計 145,465

四半期純利益 305,268
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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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 333,878

減価償却費 285,275

減損損失 45,620

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,340

受取利息 △8,432

支払利息 116,291

貸倒損失 17,125

店舗閉鎖損失 21,900

固定資産売却損益（△は益） 3,595

固定資産除却損 65,049

売上債権の増減額（△は増加） △491

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,078

仕入債務の増減額（△は減少） 3,480

その他 18,754

小計 834,310

利息及び配当金の受取額 8,063

利息の支払額 △93,279

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 655,427

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 △9,000

有形固定資産の取得による支出 △589,033

有形固定資産の売却による収入 3,010

貸付金の回収による収入 28,213

敷金の差入による支出 △149,053

敷金の回収による収入 61,788

その他 9,489

投資活動によるキャッシュ・フロー △644,584

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） △548,370

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 △3,807,337

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 △271,211

リース債務の返済による支出 △16,495

株式の発行による収入 288,881

自己株式の取得による支出 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,427

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
 1,128,146
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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）

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３四半期累計期間の営業

利益および経常利益がそれぞれ23,423千

円、税引前四半期純利益が78,460千円減少

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）

 
(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、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、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３四半期累計期間の経常

利益および税引前四半期純利益がそれぞれ

14,760千円減少しております。

　なお、当会計処理の変更が第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）

　　　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）

　　　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３四半期会計期間末
（平成20年12月31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

1,877,051千円

※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 1,779千円 ㈱ウィルウェイ 2,436千円

（四半期損益計算書関係）

当第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）

※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 61,253千円

給与手当及び賞与 1,725,812千円

雑給与 1,791,484千円

賃借料 2,396,602千円

減価償却費 282,485千円

貸倒引当金繰入額 60,780千円

賞与引当金繰入額 58,581千円

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 21,708千円

給与手当及び賞与 535,302千円

雑給与 647,453千円

賃借料 821,822千円

減価償却費 109,180千円

貸倒引当金繰入額 46,870千円

賞与引当金繰入額 58,581千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第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）

※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12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,128,146千円

投資その他の資産に計上され

ている「長期性預金」
17,000千円

　　計 1,145,146千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
△17,000千円

現金及び現金同等物 1,128,146千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第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）

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　　　　　 　　　　　７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　　　　　　　　　　　 4,519千円

　　第10回新株予約権　　　　　　　　　　　 9,399千円

（注）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３四半期累計

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３四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。

　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

ストック・オプションに係る当第３四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　　　2,259千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 16,065.74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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2,601.90円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2,594.72円

１株当たり四半期純利益金額 2,425.27円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2,415.68円

　（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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 313,290 305,268

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） 313,290 305,268

期中平均株式数（株） 120,408.5 125,869.8
   

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） 333.3 500

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３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　　 　該当事項はありません。

　

　

（リース取引関係）

当第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）

　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21年２月６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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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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