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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】

提出会社の経営指標等

回次
第15期
第１四半期
累計(会計)期間

第16期
第１四半期
累計(会計)期間

第15期 　

会計期間

自　平成21年
３月１日

至　平成21年
５月31日

自　平成22年
３月１日

至　平成22年
５月31日

自　平成21年
３月１日

至　平成22年
２月28日

　

売上高 （千円） 1,255,0651,514,7325,230,786　

経常利益 （千円） 102,763 118,348 357,551　

四半期（当期）純利益 （千円） 45,303 69,290 176,004　

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － 　

資本金 （千円） 235,450 238,700 238,700　

発行済株式総数 （株） 12,0102,428,00012,140　

純資産額 （千円） 876,2481,058,4601,013,450　

総資産額 （千円） 1,949,9502,296,8862,326,444　

１株当たり純資産額 （円） 72,959.89435.9483,480.24　

１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） 3,772.11 28.54 14,628.06　

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益
（円） 3,681.68 27.88 14,224.91　

１株当たり配当額 （円） － － 2,000　

自己資本比率 （％） 44.9 46.1 43.6　

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 56,922 △69,718 328,533　

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △59,793 △89,029△293,066　

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 103,713 48,434 171,752　

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
（千円） 356,520 352,585 462,898　

従業員数 （人） 201 246 207　

（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、連結会計年度に係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　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　当社は平成22年３月１日付で１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。　

４　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため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】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年５月31日現在

従業員数（人） 246（309）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び契約社員）は、当第１四半期会計期間の平

均人員を外数で記載しております。

２．従業員数が前期末に比べ、39名増加したのは、業容拡大に伴う新規採用等によるものであります。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当第１四半期会計期間の商品別仕入実績は、次のとおりであります。

品目

当第１四半期会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

仕入高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

生活雑貨 74,266 12.7 142.2

衣料・服飾雑貨 261,183 44.5 148.3

電化製品 155,962 26.6 109.8

家具 40,029 6.8 105.7

ホビー用品 37,309 6.4 126.0

その他 18,094 3.0 98.9

合計 586,846 　　100.0 　　128.6

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）販売実績

　当第１四半期会計期間の商品別販売実績は、次のとおりであります。

事業 品目

当第１四半期会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

直営事業

生活雑貨 192,940 12.7 106.4

衣料・服飾雑貨 677,713 44.7 148.2

電化製品 378,095 25.0 100.3

家具 162,822 10.8 110.7

ホビー用品 96,171 6.4 108.4

その他 3,769 0.2 409.9

小計 1,511,512 99.8 120.7

ＦＣ事業 3,220 0.2 122.2

合計 1,514,732 100.0 120.7

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　ＦＣ事業は、商品販売、加盟料・指導料・ロイヤリティ等であります。

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。　
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３【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又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(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、海外輸出の増加や政府の経済対策効果を背景に持ち直しの動きが

見られました。また、個人消費については、経済対策の効果もあって改善の動きが見られたものの、雇用・所得環境

に対する先行き不透明感から依然低調な状況が続いております。

  当社が属する中古品小売業界は、消費者へのリユースの浸透が進む中で利用の裾野が広がり、市場は引き続き拡

大傾向にある一方、業界の垣根を越えた競争も進みつつあります。

　このような経営環境のもと、当社は、直営店舗網の拡大を事業の軸に、現在展開している首都圏での店舗網の更な

る拡大及びその他の地域への店舗展開を中期的な事業方針として掲げ、当期は二桁の新規出店を目指して取り組ん

でまいりました。

　売上高は全社では前年同期比120.7％、既存店では前年同期比98.5％となりました。商品カテゴリー別では、服飾専

門リユース業態のトレジャーファクトリースタイルの業績好調などにより衣料・服飾雑貨が前年同期比148.2%と

大きく伸びた一方で、前年同期において販売が好調であった電化製品の売上高は想定ほど伸びず、前年同期比

100.3％でありました。

　出店政策においては、総合リユース業態の「トレジャーファクトリー」（直営）を千葉県千葉市に１店出店し、平

成22年５月末現在では、直営店が「トレジャーファクトリー」36店、「トレジャーファクトリースタイル」５店の

計41店、ＦＣ店が「トレジャーファクトリー」３店となり、合計店舗数44店体制となりました。

　利益面では、全社の売上総利益率が65.8％と前年同期に比べ、0.5％低下しました。既存店の売上総利益率が66.6％

と前年同期に比べ、0.1％の低下となったことに加え、商品部など店舗以外の部門の売上総利益率の低下がその要因

であります。

　平成22年５月には、全店に販売ポイントサービス「トレポ」を導入しました。これにより、今後は、従来の買取ポイ

ントサービスによる買取促進に加え、販売顧客へのサービス強化及びマーケティング機能の強化を図ってまいりま

す。

　これらの結果、当第１四半期会計期間の業績につきましては、売上高1,514,732千円（前年同期比20.7％増）、

営業利益117,890千円（前年同期比14.6％増）、経常利益118,348千円（前年同期比15.2％増）、四半期純利益

69,290千円（前年同期比52.9％増）となりました。

　

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における資産合計は、商品が68,610千円増加した一方で、現金及び預金が110,312千円減

少したこと等により、前事業年度末と比較して29,558千円減少し、2,296,886千円となりました。

　当第１四半期会計期間末における負債合計は、短期借入金が78,000千円増加した一方で、未払法人税等が85,590千

円減少したこと等により、前事業年度末と比較して74,568千円減少し、1,238,426千円となりました。

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は、当第１四半期会計期間に計上した四半期純利益により利益剰余

金が69,290千円増加したこと等により、前事業年度末と比較して45,010千円増加し、1,058,460千円となりました。
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(3）キャッシュ・フロー

　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ110,312千円減少し、352,585

千円となりました。

　また当第１四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)

　当第１四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは69,718千円の支出（前年同四半期は56,922千円の

収入）となりました。これは主に税引前四半期純利益118,348千円、減価償却費24,791千円があった一方で、法人税

等の支払額110,753千円、たな卸資産の増加額68,974千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)

　当第１四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは89,029千円の支出（前年同四半期は59,793千円の

支出）となりました。これは主に店舗新設に伴う有形固定資産の取得による支出66,955千円、敷金及び保証金の差

入による支出19,800千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)

　当第１四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは48,434千円の収入（前年同四半期は103,713千円

の収入）となりました。短期借入金の純増額78,000千円、長期借入れによる収入50,000千円があった一方で、長期借

入金の返済による支出57,720千円があったことによるものであります。

　

　

(4）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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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

①　前事業年度末に計画していた重要な設備の新設のうち、当第１四半期会計期間において完了したものは以下の

とおりであります。

事業所名 所在地 設備の内容
投資金額
（千円）

資金調達
方法

完了年月
完成後の
増加能力
（㎡）

幕張店 千葉県千葉市 店舗 50,300借入金 平成22年４月 1,634

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

②　第１四半期会計期間末現在における重要な設備の新設、改修、除却等の計画は次のとおりであります。

事業所名 所在地 設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定 完成後の
増加能力
（㎡）

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

大船店 神奈川県横浜市 店舗 33,40010,400

自己資金

　及び

増資資金

　

平成22年

５月

平成22年

６月
858

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)

四半期報告書

 7/25



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 7,040,000

計 7,040,000

　

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22年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年７月９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 2,428,000 2,721,800
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株　

計 2,428,000 2,721,800 － －

（注）１　提出日現在の発行数に平成22年７月１日からこの四半期報告書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。

　　　２　当社は、平成22年３月１日付で１株につき200株の割合で株式分割を行うとともに、１単元の株式数を100株とす

る単元株制度を採用いたしました。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであり

ます。

＜第１回新株予約権＞
株主総会の特別決議日（平成16年２月９日）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

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）（注１） 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注２） 250

新株予約権の行使期間
平成18年２月10日から

平成26年２月９日まで

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　　　250

資本組入額　　125

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

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 －

（注）１　新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権１個につき目的となる株式数は400株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次

の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該

時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社と

なる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認め

る株式数の調整を行うことができる。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込額（以下、「行使価額」とい

う。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合

及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合、又は当社が時価を下回る価額

で自己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株あた

りの払込額は１株あたり処分価額と読み替えるものとする。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株あたり払込額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
調整前行使価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。

３　新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　行使期間内といえども、当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されない限り、新株予約権を行使

できないものとする。

②　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

③　新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の取

締役、従業員の地位にあることを要するものとする。

ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び

転籍等その他取締役会が認めた正当な理由の存する場合は、権利行使をなし得るものとする。

④　新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、新株予約権者が権利

行使期間開始後に死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑤　その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行に係る取締役会決議に基づき、別途当社と

新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

４　平成19年２月28日をもって１株を２株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」が調整されております。

５　平成22年３月１日をもって１株を200株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」が調整されております。
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＜第２回新株予約権＞
株主総会の特別決議日（平成17年５月25日）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 141

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

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）（注１） 56,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注２） 250

新株予約権の行使期間
平成19年５月26日から

平成27年５月25日まで

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　　　250

資本組入額　　125

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

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 －

（注）１　新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権１個につき目的となる株式数は400株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次

の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該

時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社と

なる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認め

る株式数の調整を行うことができる。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込額（以下、「行使価額」とい

う。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合

及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合、又は当社が時価を下回る価額

で自己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株あた

りの払込額は１株あたり処分価額と読み替えるものとする。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株あたり払込額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
調整前行使価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。

３　新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　行使期間内といえども、当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されない限り、新株予約権を行使

できないものとする。

②　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

③　新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の取

締役、従業員の地位にあることを要するものとする。

ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び

転籍等その他取締役会が認めた正当な理由の存する場合は、権利行使をなし得るものとする。

④　新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、新株予約権者が権利

行使期間開始後に死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑤　その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行に係る取締役会決議に基づき、別途当社と

新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

４　平成19年２月28日をもって１株を２株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」が調整されております。

５　平成22年３月１日をもって１株を200株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」が調整されております。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【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22年３月１日

（注１）
2,415,8602,428,000 － 238,700 － 173,700

（注）１　株式分割（１：200）によるものであります。

　　　２　平成22年６月28日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が270,000株、資本金及び資本準備

金がそれぞれ111,651千円増加しております。

　　　３　平成22年７月８日を払込期日とする第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増

資（割当先：岡三証券株式会社））による増資により、発行済株式総数が23,800株、資本金及び資本準備金が

それぞれ9,841千円増加しております。

　

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【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ず、記載すること

ができないため、直前の基準日である平成22年２月28日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

　 平成22年２月28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） － － 　

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　12,140 12,140　

単元未満株式 － － 　

発行済株式総数 12,140 － －

総株主の議決権 － 12,140 －

　

②【自己株式等】

　 平成22年２月28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（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

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22年
３月

　
４月

　
５月

最高（円） 1,046 1,079 1,070

最低（円） 924 1,000 899

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ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において、役員の異動はありません。
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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、前第１四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22

年３月１日から平成22年５月31日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第１四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21

年５月31日まで）に係る四半期財務諸表についてはあずさ監査法人に四半期レビューを受け、当第１四半期会計期間

（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年５月

31日まで）に係る四半期財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

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、四半期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１四半期会計期間末
(平成22年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 365,991 476,304

売掛金 48,530 35,805

商品 705,636 637,025

その他 121,162 141,464

貸倒引当金 △495 △367

流動資産合計 1,240,825 1,290,232

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1, ※2
 350,873

※1, ※2
 345,548

土地 ※2
 141,555

※2
 141,555

その他（純額） ※1
 123,894

※1
 124,725

有形固定資産合計 616,322 611,828

無形固定資産 3,200 3,449

投資その他の資産

敷金及び保証金 374,393 361,740

その他 67,612 61,859

貸倒引当金 △5,469 △2,666

投資その他の資産合計 436,536 420,933

固定資産合計 1,056,060 1,036,211

資産合計 2,296,886 2,326,444

負債の部

流動負債

買掛金 23,720 14,504

短期借入金 295,000 217,000

1年内返済予定の長期借入金 200,221 205,254

未払法人税等 35,685 121,275

賞与引当金 45,615 72,884

その他 284,495 325,283

流動負債合計 884,737 956,201

固定負債

長期借入金 348,686 351,373

リース債務 5,003 5,419

固定負債合計 353,689 356,792

負債合計 1,238,426 1,312,994
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 238,700 238,700

資本剰余金

資本準備金 173,700 173,700

資本剰余金合計 173,700 173,700

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 646,060 601,050

利益剰余金合計 646,060 601,050

株主資本合計 1,058,460 1,013,450

純資産合計 1,058,460 1,013,450

負債純資産合計 2,296,886 2,326,444

EDINET提出書類

株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)

四半期報告書

15/25



(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21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 1,255,065 1,514,732

売上原価 423,131 517,673

売上総利益 831,933 997,058

販売費及び一般管理費 ※
 729,073

※
 879,168

営業利益 102,859 117,890

営業外収益

受取利息 9 4

自販機収入 1,927 2,237

その他 601 951

営業外収益合計 2,538 3,193

営業外費用

支払利息 2,602 2,703

その他 32 31

営業外費用合計 2,634 2,735

経常利益 102,763 118,348

特別損失

店舗閉鎖損失 18,107 －

固定資産売却損 809 －

特別損失合計 18,917 －

税引前四半期純利益 83,846 118,348

法人税、住民税及び事業税 29,700 31,400

法人税等調整額 8,843 17,658

法人税等合計 38,543 49,058

四半期純利益 45,303 69,290
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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１四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５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 83,846 118,348

減価償却費 17,853 24,791

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,175 △27,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） 115 2,930

株主優待引当金の増減額（△は減少） △1,170 △1,532

受取利息及び受取配当金 △9 △4

支払利息 2,602 2,703

固定資産売却損益（△は益） 809 －

店舗閉鎖損失 18,107 －

売上債権の増減額（△は増加） △11,730 △12,725

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,761 △68,974

仕入債務の増減額（△は減少） 7,554 9,215

未払金の増減額（△は減少） △1,460 △19,309

その他 43,921 15,808

小計 120,503 43,982

利息及び配当金の受取額 17 12

利息の支払額 △2,458 △2,959

法人税等の支払額 △61,140 △110,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,922 △69,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △38,307 △66,955

有形固定資産の売却による収入 150 －

無形固定資産の取得による支出 △1,760 －

敷金及び保証金の差入による支出 △17,955 △19,800

敷金及び保証金の回収による収入 82 4,345

長期前払費用の取得による支出 △2,003 △6,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,793 △89,029

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） 71,502 78,000

長期借入れによる収入 90,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △40,281 △57,720

配当金の支払額 △17,507 △21,428

その他 － △416

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,713 48,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,841 △110,312

現金及び現金同等物の期首残高 255,678 462,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 356,520

※
 352,585
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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】

　　　該当事項はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間
（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

１．棚卸資産の評価方法

　当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合

理的な方法により算定する方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している固定資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法を採用して

います。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　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22年５月31日）

前事業年度
（平成22年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

320,076千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

298,497千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産については、前事業年度の末日

に比べて著しい増減が認められないため、記載を省略

しております。

　

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 49,436千円

土地 141,555千円

計 190,992千円

　 　上記に対応する債務は次のとおりであります。

　 短期借入金 ―千円

長期借入金 140,000千円

（１年以内返済予定長期借入金含む）

　

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

※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。

※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。

給与手当 270,921千円

賞与引当金繰入 42,482千円

賃借料 150,907千円

給与手当 321,391千円

賞与引当金繰入 43,880千円

賃借料 191,594千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

※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21年５月31日現在）

※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22年５月31日現在）

現金及び預金勘定 369,926千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △13,406千円

現金及び現金同等物 356,520千円

現金及び預金勘定 365,991千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △13,406千円

現金及び現金同等物 352,585千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年５月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年

５月31日）

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式　2,428,000株

　

２　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月28日

定時株主総会
普通株式 24,280 2,000平成22年２月28日平成22年５月31日利益剰余金

　

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べ

て著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度と比較して著しい変動が認められないため、記載

しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

　

（持分法損益等）

　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22年５月31日）

前事業年度末
（平成22年２月28日）

１株当たり純資産額 435.94円 １株当たり純資産額 83,480.24円

（注）　　当社は平成22年３月１日付で１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。当該株式分割が前

事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前事業年度の１株当たり純資産額は417.40円であり

ます。

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純利益 3,772.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 3,681.68円

１株当たり四半期純利益 28.54円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 27.88円

（注）１. １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後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。

項目
前第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 45,303 69,290

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） 45,303 69,290

期中平均株式数（株） 12,010 2,428,000

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） 295 57,158

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
－ －

（注）２. 当社は平成22年３月１日付で１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。当該株式分割が

前事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前事業年度の１株当たり四半期純利益金額は18.86

円、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益18.41円であります。
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当社は、平成22年６月９日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関する決議を行い、公募及び

第三者割当による新株式発行については、平成22年６月28日及び平成22年７月８日付けで全額の払込みを受けておりま

す。その概要は以下のとおりであります。

　

１．公募による新株式発行（一般募集）　

募集株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　　　 　 当社普通株式　 　270,000株

発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき　　　　　 872円

発行価格の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　235,440,000円

払込金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき　　　　827.05円

払込金額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           223,303,500円　

資本組入額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   111,651,750円

募集方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　一般募集

払込期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成22年６月28日

（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。　

　　

２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）　

売出株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　　　　　当社普通株式　　　30,000株

売出人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡三証券株式会社

売出価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき　　　　　 872円

売出方法　　　　　　一般募集の需要状況を勘案した上で、岡三証券株式会社が当社株主

　　　　　　　　　　から30,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。

売渡期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年６月29日　

　

３．第三者割当による新株式発行　

募集株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　　　　  当社普通株式　　　23,800株

払込金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき　　　　827.05円

払込金額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,683,790円

資本組入額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,841,895円

割当先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡三証券株式会社

払込期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年７月８日　

　

４．調達資金の使途　

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計236,537,290円については、全額を平成23年２月期にお

ける新規店舗開設に伴う設備資金及び敷金保証金等に充当する予定であります。　

　
　　　

　

　

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７月９日

株式会社トレジャー・ファクトリー

取締役会　御中

　 

あずさ監査法人

　 

 
指定社員
業務執行社員

　　公認会計士 小　　田　　哲　　生　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　　切　　　　　進　　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

式会社トレジャー・ファクトリーの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの第15期事業年度の第

１四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年５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、株式会社トレジャー・ファクトリーの平成21年５

月31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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

　

平成22年７月９日

株式会社トレジャー・ファクトリー

取締役会　御中

　 

有限責任 あずさ監査法人

　 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 堀　　切　　　　　進　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 坂　　井　　知　　倫　　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

式会社トレジャー・ファクトリーの平成22年3月1日から平成23年2月28日までの第16期事業年度の第1四

半期会計期間（平成22年3月1日から平成22年5月31日まで）及び第1四半期累計期間（平成22年3月1日か

ら平成22年5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、株式会社トレジャー・ファクトリーの平成22年5

月31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。

　

EDINET提出書類

株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)

四半期報告書

25/25


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１仕入及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第１四半期累計期間

	(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
	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
	簡便な会計処理
	四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
	注記事項


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

