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１．19年２月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月中間期 26,188 (△1.6) 302 (△8.2) 277 (4.9)

18年２月中間期 26,623 (△0.5) 329 (195.6) 264 (439.0)

18年８月期 52,775 656 508

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年２月中間期 116 (68.9) 14 71 13 41

18年２月中間期 68 (－) 8 87 8 06

18年８月期 133 － 17 14 15 76

（注）１．期中平均株式数 19年２月中間期 7,887,100株 18年２月中間期 7,750,268株 18年８月期 7,791,933株

２．会計処理の方法の変更 有

(2）財政状態 （百万円未満切捨表示）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 36,869 3,749 10.2 475 36

18年２月中間期 38,643 3,663 9.5 464 47

18年８月期 36,105 3,726 10.3 472 45

（注）１．期末発行済株式数 19年２月中間期 7,887,100株 18年２月中間期 7,887,100株 18年８月期 7,887,100株

２．期末自己株式数 19年２月中間期 27,615株 18年２月中間期 27,615株 18年８月期 27,615株

２．19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日） （百万円未満切捨表示）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 52,500 480 150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 　19円02銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年8月期 － － － 10.0  10.0

18年8月期（実績） － － － 10.0  10.0

19年8月期（予想） － － － 10.0  10.0

※　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に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間会計期間末
(平成19年２月28日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,236,030 1,923,109 1,715,712

２．売掛金 5,424,205 5,195,820 5,093,591

３．たな卸資産 14,679,406 13,726,714 13,188,805

４．繰延税金資産 37,142 39,611 56,947

５．未収入金 295,149 236,883 286,582

６．短期貸付金 682,023 681,400 683,600

７．その他 ※４ 357,132 491,584 361,576

８．貸倒引当金  △8,411 △5,941 △5,847

流動資産合計 23,702,680 61.3 22,289,181 60.5 21,380,968 59.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 1,663,843 1,563,973 1,599,445

２．土地 ※２ 2,835,568 2,835,568 2,835,568

３．その他 350,534 337,786 375,657

有形固定資産合計 4,849,947 12.5 4,737,328 12.9 4,810,671 13.3

(2）無形固定資産 72,505 0.2 54,052 0.1 52,056 0.2

(3）投資その他の資産

１．関係会社株式 2,417,637 2,436,032 2,436,032

２．差入保証金 ※２ 5,658,186 5,423,334 5,519,239

３．繰延税金資産 645,881 718,746 685,102

４．長期貸付金 912,428 1,151,183 1,172,333

５．その他 ※２ 1,128,592 834,936 820,290

６．貸倒引当金 △769,278 △779,278 △779,278

投資その他の資産
合計

9,993,448 25.9 9,784,955 26.5 9,853,720 27.3

固定資産合計 14,915,900 38.6 14,576,335 39.5 14,716,448 40.8

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 25,060 3,955 7,910

繰延資産合計 25,060 0.1 3,955 0.0 7,910 0.0

資産合計 38,643,641 100.0 36,869,472 100.0 36,105,326 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間会計期間末
(平成19年２月28日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 13,677,497 12,184,627 12,013,636

２．短期借入金 ※２ 4,982,600 4,857,600 4,030,800

３．一年以内返済予定長
期借入金

※２ 4,609,750 4,932,464 4,502,838

４．一年以内償還予定社
債

 1,868,000 1,618,000 1,568,000

５．未払法人税等 145,565 122,429 252,470

６．賞与引当金 35,100 49,200 54,700

７．その他 ※４ 451,730 378,138 603,561

流動負債合計 25,770,243 66.7 24,142,459 65.5 23,026,006 63.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,756,000 1,138,000 1,822,000

２．長期借入金 ※２ 5,110,148 6,417,534 6,143,520

３．退職給付引当金 856,331 956,510 904,808

４．その他 487,533 465,762 482,763

固定負債合計 9,210,012 23.8 8,977,806 24.3 9,353,092 25.9

負債合計 34,980,255 90.5 33,120,265 89.8 32,379,098 89.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 889,250 2.3 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,930,500 － －

資本剰余金合計 1,930,500 5.0 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 71,325 － －

２．任意積立金 600,000 － －

３．中間(当期)未処分
利益

137,520 － －

利益剰余金合計 808,846 2.1 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

52,931 0.1 － － － －

Ⅴ　自己株式 △18,142 △0.0 － － － －

資本合計 3,663,385 9.5 － － － －

負債・資本合計 38,643,641 100.0 － － － －
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前中間会計期間末
(平成18年２月28日)

当中間会計期間末
(平成19年２月28日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年８月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  889,250 2.4  889,250 2.5

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   1,930,500   1,930,500   

資本剰余金合計   － －  1,930,500 5.2  1,930,500 5.4

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   71,325   71,325   

(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   600,000   600,000   

繰越利益剰余金  －   239,499   202,339   

利益剰余金合計   － －  910,825 2.5  873,665 2.4

４．自己株式   － －  △18,142 △0.1  △18,142 △0.1

株主資本合計   － －  3,712,432 10.1  3,675,273 10.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

 －   36,773   50,954   

評価・換算差額等合
計

  － －  36,773 0.1  50,954 0.1

純資産合計   － －  3,749,206 10.2  3,726,227 10.3

負債純資産合計   － －  36,869,472 100.0  36,105,326 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 26,623,058 100.0 26,188,278 100.0 52,775,198 100.0

Ⅱ　売上原価 21,360,515 80.2 20,866,151 79.7 42,159,947 79.9

売上総利益 5,262,543 19.8 5,322,126 20.3 10,615,251 20.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 4,933,077 18.6 5,019,649 19.2 9,958,487 18.9

営業利益 329,465 1.2 302,476 1.2 656,763 1.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 16,022 17,600 33,536

２．受取配当金 403 47,488 5,685

３．受取手数料 61,505 58,563 114,911

４．受取家賃 29,660 29,812 58,429

５．情報提供料収入 23,346 26,736 47,005

６．その他 19,087 8,446 27,125

営業外収益計 150,026 0.6 188,647 0.7 286,693 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 157,236 176,990 322,593

２．社債利息 14,035 10,901 25,346

３．その他 43,629 25,593 87,302

営業外費用計 214,901 0.8 213,486 0.8 435,242 0.8

経常利益 264,591 1.0 277,638 1.1 508,214 1.0

Ⅵ　特別利益

１．償却済債権取立益 5,981 － 5,981

特別利益計 5,981 0.0 － － 5,981 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 874 － 874

２．固定資産除却損 18,227 6,543 26,367

３．賃貸借契約等解約損 9,632 － 12,326

４．施設利用権評価損 － － 33,651

５．投資有価証券評価
損 

－ － 4,968

６．関係会社出資金評価
損

－ 9,999 －

７．貸倒損失 － 12,144 －

８．役員退職慰労金 － 3,200 －

９．減損損失  ※２ 67,799 21,768 94,832

特別損失計 96,534 0.4 53,656 0.2 173,021 0.3

税引前中間純利益 174,038 0.6 223,981 0.9 341,175 0.6

法人税、住民税及
び事業税

129,000 115,000 289,052

法人税等調整額 △23,669 105,330 0.4 △7,049 107,950 0.4 △81,404 207,648 0.4

中間(当期)純利益 68,708 0.2 116,030 0.4 133,526 0.3

前期繰越利益 68,812 － －

中間(当期)未処分
利益

137,520 － －
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

889,250 1,930,500 71,325 600,000 202,339 873,665 △18,142 3,675,273

中間会計期間中の変動額

新株の発行         

剰余金の配当     △78,871 △78,871  △78,871

中間純利益     116,030 116,030  116,030

自己株式の処分         

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － 37,159 37,159 － 37,159

平成19年２月28日　残高
（千円）

889,250 1,930,500 71,325 600,000 239,499 910,825 △18,142 3,712,432

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成18年８月31日　残高
（千円）

50,954 3,726,227

中間会計期間中の変動額

新株の発行   

剰余金の配当  △78,871

中間純利益  116,030

自己株式の処分   

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△14,181 △14,181

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△14,181 22,978

平成19年２月28日　残高
（千円）

36,773 3,749,206
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前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

789,250 1,830,500 71,325 600,000 144,743 816,069 △18,063 3,417,756

事業年度中の変動額

新株の発行 100,000 100,000      200,000

剰余金の配当     △75,931   △75,931

当期純利益     133,526   133,526

自己株式の処分       △79 △79

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

100,000 100,000 － － 57,595 57,595 △79 257,516

平成18年８月31日　残高
（千円）

889,250 1,930,500 71,325 600,000 202,339 873,665 △18,142 3,675,273

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成17年８月31日　残高
（千円）

30,153 3,447,910

事業年度中の変動額

新株の発行  200,000

剰余金の配当  △75,931

当期純利益  133,526

自己株式の処分  △79

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

20,800 20,800

事業年度中の変動額合計
（千円）

20,800 278,317

平成18年８月31日　残高
（千円）

50,954 3,726,227
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．重要な資産の評価基準及

び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）によってお

ります。

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によって

おります。

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）によっており

ます。

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

(2）たな卸資産

商品

売価還元法による原価法に

よっております。

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

によっております。

 貯蔵品

同左

 

貯蔵品

同左

２．重要な減価償却資産の減

価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。但

し、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物付属設備を除く)

については定額法によっており

ます。

　なお、主要な耐用年数は次の

とおりであります。

建物及び構築物　   10～39年

機会装置及び運搬具　4～6年

　取得価格が10万円以上20万円

未満の資産については、３年均

等償却によっております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　営業権は、商法施行規則の規

定に基づき５年間で均等償却を

行っております。

　自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

　定額法による均等償却を行っ

ております。

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

　定額法による均等償却を行っ

ております。

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

３．繰延資産の処理方法 社債発行費

商法施行規則の規定に基づき３年

間にわたり均等償却しております。

社債発行費

　３年間にわたり均等償却して

おります。

社債発行費

　３年間にわたり均等償却して

おります。

４．重要な引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

債権については、個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、次回賞与支給見込額の

うち、当期負担額を計上しており

ます。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法によ

り、翌期から費用処理すること

としております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

 

 

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。

５．重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

６．重要なヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす借入金

にかかる金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップ…借入金

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

当社は、社内規程である「デリ

バティブ取引管理規程」に基づき、

金利変動リスク及び為替変動リス

クをヘッジしております。なお、

当該規程にてデリバティブ取引は

実需に伴う取引に限定し実施する

こととしており、売買目的とした

投機的な取引は一切行なわない方

針としております。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(4)その他

当社におけるデリバティブ取引

は、社内規程（「デリバティブ取

引管理規程」）に則って執行され

ております。当該規程では、デリ

バティブ取引の利用目的、利用範

囲、取引相手先の選定基準、執行

手続、リスク管理の主管部署及び

報告体制に関する規程が明記され

ております。取引の実施に当たっ

ては、取引方針を取締役会で審議

したうえで、決定された範囲内で

経理部長の決裁により取引を実行

しており、あわせて取引残高・損

益状況について、取締役会に定期

的に報告することとしております。

(4)その他

同左

(4)その他

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

（1）消費税等の会計処理

同左

（1）消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間会計期間から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会　平成14年８月９日」））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成15年10月

31日　企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。これにより税引前中間純

利益は60,008千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

───── 

 

（固定資産の減損に係る会計基準)

　当事業年度より、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10月31日

　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。これにより税引前当期純利益

は78,888千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

───── 

 

───── 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準第５号）および「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。従来の資本の部の合

計に相当する金額は3,726,227千円であり

ます。
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前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

───── 

 

（常備委託商品の仕入計上方法）

　出版社との間で常備寄託契約が締結されてい

る寄託商品について、従来は取次店から納品さ

れた時点で仕入計上しておりましたが、前期よ

り店頭で商品を販売した時点で仕入計上する方

法に変更しました。

　この変更は、前期において常備寄託契約が締

結されている寄託商品を個別に把握することが

可能となったことから、当該商品については寄

託契約に即した会計処理に変更したもので

す。

　当該会計処理の変更が前事業年度における下

期に行われたのは、前事業年度における下期に

商品管理システムの変更が行われ、常備寄託契

約が締結されている寄託商品を把握できるよう

になったことによります。

　なお、前中間会計期間は従来の方法によって

おりますが、前中間会計年度末においてはシス

テムが変更される前であり、常備寄託契約が締

結されている寄託商品を個別に把握することが

できないため、前中間貸借対照表項目に与える

影響額を算定することは出来ません。なお、損

益に与える影響はありません。

（常備委託商品の仕入計上方法）

　出版社との間で常備寄託契約が締結されてい

る寄託商品について、従来は取次店から納品さ

れた時点で仕入計上しておりましたが、当期よ

り店頭で商品を販売した時点で仕入計上する方

法に変更しました。

　この変更は、当期において常備寄託契約が締

結されている寄託商品を個別に把握することが

可能となったことから、当該商品については寄

託契約に即した会計処理に変更したもので

す。

　この変更により、商品の仕入高は1,270,678

千円減少しています。この結果、従来と同一の

方法を採用した場合と比べ、たな卸資産は

1,270,678千円、買掛金は1,334,212千円減少し、

未払消費税等は63,533千円増加しておりますが、

損益に与える影響はありません。

　当該会計処理の変更が下期に行われたのは、

下期に商品管理システムの変更が行われ、常備

寄託契約が締結されている寄託商品を把握でき

るようになったことによります。

　なお、当中間会計期間は従来の方法によって

おりますが、当中間会計年度末においてはシス

テムが変更される前であり、常備寄託契約が締

結されている寄託商品を個別に把握することが

できないため、中間貸借対照表項目に与える影

響額を算定することは出来ません。

───── 

 

（ＤＶＤレンタル商品の会計処理方法の変更）

　従来、ＤＶＤレンタル商品につきましては、

メーカーからの貸与を受けた時点でその全額を

費用処理しておりましたが、当中間会計年度よ

り、貸与を受けた時点から２年にわたり費用す

る方法に変更しております。

この変更は、レンタル事業方針の見直しに伴う

大幅なＤＶＤレンタル商品の導入が当事業年度

において見込まれることから、原価計上方法の

見直しを図ることにより、費用収益対応の一層

の明確化を図るためであります。

この変更により、当中間会計年度において発生

したＤＶＤレンタル商品貸与金額のうちの当期

負担額を売上原価に計上しております。この結

果、従来の方法によった場合に比べ、「流動資

産」の「その他」（前払費用）が69,302千円、

「投資その他の資産」の「その他」（長期前払

費用）が51,142千円それぞれ増加するとともに、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益は

120,444千円増加しております。

───── 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,262,275千円 3,416,577千円 3,383,876千円

※２　担保に供している資産及び担保

を付している債務は次のとおり

であります。

※２　担保に供している資産及び担保

を付している債務は次のとおり

であります。

※２　担保に供している資産及び担保

を付している債務は次のとおり

であります。

担保に供している資産 担保に供している資産 担保に供している資産

建物 535,192千円

土地 2,750,952千円

差入保証金 3,895,267千円

その他(投資) 54,000千円

　計 7,235,412千円

建物 508,684千円

土地 2,750,952千円

差入保証金 3,596,965千円

その他(投資) 54,000千円

　計 6,910,602千円

建物 521,628千円

土地 2,750,952千円

差入保証金 3,744,637千円

その他(投資) 54,000千円

　計 7,071,217千円

担保を付している債務 担保を付している債務 担保を付している債務

短期借入金 4,602,600千円

長期借入金 7,500,198千円

(一年以内返済予定長期借入金を含む)

　計 12,102,798千円

短期借入金 4,477,600千円

長期借入金 9,521,898千円

(一年以内返済予定長期借入金を含む)

　計 13,999,498千円

短期借入金 3,830,800千円

長期借入金 8,636,358千円

(一年以内返済予定長期借入金を含む)

　計 12,467,158千円

３　偶発債務

(1）関係会社の金融機関からの借

入金に対する保証

３　偶発債務

(1）関係会社の金融機関からの借

入金に対する保証

３　偶発債務

(1）関係会社の金融機関からの借

入金に対する保証

㈱ブックストア談 21,000千円 ㈱ブックストア談 9,000千円 ㈱ブックストア談 15,000千円

(2）取引先の金融機関からの借入

金に対する保証

(2）取引先の金融機関からの借入

金に対する保証

(2）取引先の金融機関からの借入

金に対する保証

㈱センチュリー 40,550千円 ㈱センチュリー 36,950千円 ㈱センチュリー 38,750千円

(3）その他

───── 

(3）その他

当社が所有・賃貸する一部の不

動産に関し、当初の賃貸借期間

を短縮することについて賃借先

との間で基本合意がなされてお

りますが、それに伴い違約金

（営業補償金）等の支払が発生

いたします。

　なお、現時点では違約金金額

が未確定であることから、この

件が当事業年度以降の損益等に

与える影響額を合理的に見積も

る事は困難であります。

(3）その他

当社が所有・賃貸する一部の不

動産に関し、当初の賃貸借期間

を短縮することについて賃借先

との間で基本合意がなされてお

りますが、それに伴い違約金

（営業補償金）等の支払が発生

いたします。

　なお、現時点では違約金金額

が未確定であることから、この

件が当事業年度以降の損益等に

与える影響額を合理的に見積も

る事は困難であります。

※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債のその他

に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産のその他

に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

───── 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 120,536千円

無形固定資産 21,791千円

　計 142,327千円

有形固定資産 118,961千円

無形固定資産 5,184千円

　計 124,145千円

有形固定資産 251,933千円

無形固定資産 42,239千円

　計 311,550千円

※２　減損損失

　　　 当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所・用途 種類 減損損失

 直営店舗

(東京都千代田区

他７店舗）

建物・

リース

資産等 

67,799千円

 合計 67,799千円

　　　 当社は、資産のグルーピングを

直営店舗ごとに行っております。

減損対象とした直営店舗は、投資

資本回収力が当初予定より低下し

た7店舗の帳簿価額を回収可能価

額まで減損し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上してお

ります。

　その内訳は、建物32,091千円、

リース資産26,853千円、その他

8,854千円であります。

　なお、当該資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定し

ており、将来キャッシュフローを

2.1％で割り引いて算定しており

ます。

※２　減損損失

　　　 当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所・用途 種類 減損損失

 直営店舗

(神奈川県川崎市

他３店舗）

建物・

リース

資産等 

21,768千円

 合計 21,768千円

　　　 当社は、資産のグルーピングを

直営店舗ごとに行っております。

減損対象とした直営店舗は、投資

資本回収力が当初予定より低下し

た3店舗の帳簿価額を回収可能価

額まで減損し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上してお

ります。

　その内訳は、建物15,296千円、

リース資産5,336千円、その他

1,135千円であります。

　なお、当該資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定し

ており、将来キャッシュフローを

2.1～2.5％で割引いて算定してお

ります。

※２　減損損失

       当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

場所・用途 種類 減損損失

直営店舗

(東京都千代田区

他８店舗）

建物・

リース

資産等  

94,832千円

 合計 94,832千円

　　　 当社は、資産のグルーピングを

直営店舗ごとに行っております。

減損対象とした直営店舗は、投資

資本回収力が当初予定より低下し

た8店舗の帳簿価額を回収可能価

額まで減損し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上してお

ります。

　その内訳は、建物48,463千円、

リース資産39,387千円、その他

6,981千円であります。

　なお、当該資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定し

ており、将来キャッシュフローを

2.1～2.5％で割引いて算定してお

ります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 10,655 10,231 － 423

その他
1,439,83

2
733,292 26,504 680,036

合計
1,450,48

8
743,523 26,504 680,460

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 6,140 716 － 5,423

その他
1,329,27

1
731,315 57,457 540,498

合計
1,335,41

2
732,031 57,457 545,922

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

建物 16,795 10,757 － 6,037

その他
1,510,11

2
867,369 38,777 603,965

合計
1,526,90

7
878,126 38,777 610,003

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

　　未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

　　未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定期末残高

１年内 249,606千円

１年超 472,887千円

　合計 722,493千円

　　リース資産減損勘定の残高

　　　　　　　　　　　 21,714千円

１年内 207,757千円

１年超 330,567千円

　合計 538,324千円

　　リース資産減損勘定の残高

　　　　　　　　　     26,913千円

１年内 244,351千円

１年超 424,749千円

　合計 669,100千円

　　リース資産減損勘定の残高

                       29,109千円

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 151,109千円

リース資産減損勘定

の取崩額
5,139千円

減価償却費相当額 134,102千円

支払利息相当額 12,434千円

減損損失 26,853千円

支払リース料 132,078千円

リース資産減損勘定

の取崩額
7,532千円

減価償却費相当額 121,609千円

支払利息相当額 9,683千円

減損損失 5,336千円

支払リース料 291,997千円

リース資産減損勘定

の取崩額
10,278千円

減価償却費相当額 268,697千円

支払利息相当額 23,970千円

減損損失 39,387千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

──────

オペレーティング・リース取引

──────

オペレーティング・リース取引

──────
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　当社が所有・賃貸する一部の不動産に関

し、当初の賃貸契約に基づく賃貸期間を短

縮することについて賃貸先との間で基本合

意がなされておりますが、それに伴い違約

金（営業補償金）等の支払が発生いたしま

す。

　なお、現時点では違約金額が未確定であ

ることから、この件が当会計年度以降の損

益等に与える影響額を合理的に見積もるこ

とは困難であります。

───── ─────
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７．商品別売上高

商品別

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

小売

書籍 8,349,196 31.3 8,302,253 31.7 16,931,967 32.1

雑誌 7,637,749 28.7 7,614,904 29.1 15,297,207 29.0

音楽ＣＤ 742,359 2.8 638,383 2.4 1,393,155 2.6

その他 ※２ 2,972,692 11.2 2,926,111 11.2 5,716,727 10.8

小計 19,701,997 74.0 19,481,653 74.4 39,339,057 74.5

卸売 ※１

書籍 2,933,590 11.0 2,808,128 10.7 5,654,787 10.7

雑誌 2,593,500 9.8 2,504,603 9.6 5,066,721 9.6

音楽ＣＤ 401,824 1.5 317,419 1.2 758,788 1.4

その他 ※２ 861,064 3.2 938,035 3.6 1,668,602 3.2

小計 6,789,979 25.5 6,568,187 25.1 13,148,899 24.9

その他 ※３ 131,081 0.5 138,438 0.5 287,240 0.6

合計 26,623,058 100.0 26,188,278 100.0 52,775,198 100.0

　（注）※１．卸売は、フランチャイジーに対するものであります。

※２．小売及び卸売の「その他」は、ビデオ・文具・図書券等であります。

※３．「その他」は、出版社からの報奨金収入等であります。
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