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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）連結経営成績 （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 27,281 (△1.8) 305 (△17.7) 210 (△24.9)
18年２月中間期 27,777 (△0.8) 370 (119.5) 279 (595.6)
18年８月期 55,270 734 536

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 18 (△21.8) 2 40 2 19
18年２月中間期 24 （－） 3 12 2 84
18年８月期 70 9 09 8 36

（注）１．持分法投資損益 19年２月中間期 －百万円 18年２月中間期 －百万円 18年８月期 －百万円

２．期中平均株式数（連結） 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

３．会計処理の方法の変更 有

４．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態 （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 36,495 3,150 8.3 399 51
18年２月中間期 38,539 3,047 7.9 386 42
18年８月期 35,825 3,225 8.6 392 22

（注）期末発行済株式数（連結） 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

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨表示）

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月中間期 △685 109 752 1,922
18年２月中間期 △310 119 612 2,302
18年８月期 464 116 △715 1,746

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年８月期の連結業績予想（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 55,300 500 80

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10円14銭

※　上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表時現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可

能性があります。業績予想の前提条件となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付

資料の５ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当企業集団は、当社及び子会社５社により構成されており、事業区分と当該事業に係る位置づけは、次のとおりであ

ります。

事業区分 主要な会社

書籍・雑誌等の小売業 ４社 当社、㈲シマザキ、ジェイブック㈱、㈱ブックストア談

店頭販売の受託業 ２社 ㈱文教堂販売、㈲文教堂サービス

　なお、上記のほか、当社は関連当事者である㈱教文社、㈱スーパーブックスに対して、フランチャイズ契約に基づい

て商品の供給をしております。

　以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

 

仕

入

先 

㈱

文

教

堂 

フランチャイジー  12社 
うち関連当事者 
※２ ㈱教文社 
※２ ㈱スーパーブックス 

※１ ㈲シマザキ 
※１ ジェイブック㈱ 
※１ ㈱ブックストア談 

小 売 業 
消

費

者 

商 品 

商 品 

卸 売 

業務委託 

卸 売 

小 売 

小 売 

業務委託 

業務委託 

小 売 

※１ 連結子会社 
※２ 関連当事者 

※１ ㈱文教堂販売 
※１ ㈲文教堂サービス 

販 売 受 託 業 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、創業以来「豊かな未来に向けて－総合生活情報産業へ」を合い言葉に、お客様が毎日寄ってみた

くなる楽しい書店づくりを目指しております。また、本の専門店としてはもちろんのこと、様々なソフトを取り扱う

メディアコンプレックス店としても、皆様に満足していただける品揃えを心がけており、地域の文化の向上に貢献で

きればと考えております。グループ挙げて皆様が良書をはじめ、私どもがご提供させていただける情報に数多く接し

ていただき、出版界はじめ、我が国の文化向上に大きく寄与していきたいと考えております。

(2）利益配分に対する基本方針

　株主の皆様に対する配当金の決定は経営の最重要事項として認識し、将来の事業展開を考慮しつつ、内部留保の充

実により企業体質の強化を図りながら、株主各位への安定した配当を維持する事が重要であると考えております。配

当金は、業績の伸長にあわせ配当性向等を勘案しつつ、増配、株式の分割により積極的に利益還元を行う方針であり

ます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式流通の活性化と投資家層の拡大を図るため、平成13年12月３日付をもって一単元の株式数を1,000株か

ら100株に引き下げております。今後につきましても、投資単位及び株式の流動性等の状況を勘案し、必要に応じて適

切に対処してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、収益力の向上と財務体質の強化を経営目標の中心として重視しております。きめ細かい店舗運営

を通して効率経営を追求し、売上高経常利益率及び株主資本比率を高めてまいりたいと考えております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　長期的には、経営の基本を重視し、採算も検討し全国にチェーン展開をし、文化の向上に貢献していきたいと考え

ております。また、店舗でカバーできない地域に関しましては、すでにインターネットを利用したサービスも展開し

ております。今後も、よりいっそうの利便性やきめの細かいサービスも充実させていきたいと考えております。

　中期的には、当社グループが本当に地域に役立つ情報提供の第一人者となるべく他の書店や企業から店舗の譲受け

も積極的に行い、地域文化の向上に寄与したいと考えております。

(6）会社の対処すべき課題

　長期化する不況の中、当業界においても書店の転廃業が相次いでおります。当社グループはこのような状況の中、

引き続きスクラップアンドビルドを含めた事業構造の改革を推し進め、営業基盤の強化、財務体質の改善を図ってい

く所存であります。また、インターネット書店を利用してリアル店舗での顧客の注文に迅速に対応できる体制を整え、

顧客の利便性の向上に努めてまいります。

　また更なる事業拡大を図るため、株式会社ゲオと包括的な業務提携を結んでおります。両社の強みを相互利用する

ことにより、競合他社との差別化を図り、優位性を確保し事業拡大を目指してまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、企業価値を向上させていくため、経営の効率性を高め、経営の意思決定と業務遂行が適切に行われるよう

にコーポレート・ガバナンス体制を確立すべきであると考えております。

　また同時に経営の健全性を高めるため、経営監督機能の強化と法令遵守（コンプライアンス）の重要性がますます

重要になっていると認識しております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①　迅速な意思決定と機動的な業務執行体制の整備

　当社は、重要事実について迅速かつ堅実な対応を図るため、情報の共有化・組織の緊密化に取り組んでおります。

毎週一度各部門担当者を交えた経営会議を行い、各部門が抱える諸問題の対処につき具体的に検討し、経営会議で

検討された諸問題を迅速に取締役会に諮ることとしております。
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②　経営監督体制及び法令遵守

　当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は３名体制であり、社外から２名を選任しており、監査役

は客観的な立場から取締役の業務執行状況について常時把握、監査できる体制となっております。

　内部統制につきましては、いずれの部門管理者も兼務していない独立した内部監査室を設け、各種帳票類や資料

等を分析しながらヒアリングを行い、正しい業務プロセスにて営業活動が行われているかをチェックしております。

　会計監査人は、みすず監査法人であり、適正な情報の提供と正確な監査を受けております。会計監査人と当社の

間には、利害関係はありません。法律及び法令遵守に関する諸問題に関しては顧問契約を結んだ弁護士から随時ア

ドバイスを受けられる体制にしております。

(8）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(9）内部管理体制の整備・運用状況

（内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況）

　当社は、社内全体の内部牽制機能を行う部門として、業務執行部門から独立した内部監査室を設置しております。

内部監査室は監査役員会と連携をとり内部監査を行い、内部監査室長が監査結果を適時報告しております。内部監査

で改善指導を受けた各店舗の店長は速やかに改善を行うとともに、改善の進捗状況については毎週開催の定例会議に

おいて報告される体制となっております。

　また、業務執行の健全性、透明性を維持するため、総務部において各種社内規程を整備、改訂することにより、業

務運用の手順と職務権限を明確にして、社内管理体制の充実を図っております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　業績

　当中間連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など景気は緩やかな回復を示し

てまいりました。しかしながら出版流通業界におきましては競合他社との企業間競争が一層激しさを増し、またベ

ストセラーとなる書籍も乏しく、依然として厳しい環境が続いております。

　当社グループにおきましても、ＣＤなどのマルチメディア商品の売れ行きの陰りに加え、書籍・雑誌の販売にお

いても第１四半期がやや振るわなかったことから、当中間連結会計年度の売上高は27,281百万円（前年同期比1.8％

減）となりました。

また、経常利益におきましては新規出店した店舗の費用増や金利引上げによる負担増もあり210百万円（前年同期比

24.9％減）となり、中間当期純利益は18百万円（前年同期比21.8％減）となりました。

　当中間連結会計年度において当社グループは競合他社との激化する競争に勝ち残るべく、昨年度営業管理体制を

刷新し営業管理の強化に取り組んでまいりました。営業本部長を中心として２から５店舗を統括する統括店長制度

を設置し、きめ細やかな店舗指導を行い、店長育成に努力し、今後さらなる営業部門を強化すべく組織変更を行っ

てまいります。

　リアルタイムで店舗の営業活動を把握できる営業管理システムの活用により品揃えの充実、地域性に合わせた独

自の店づくり及び社員教育の徹底を図り、サービスならびに収益性の向上に努め、全店の地域一番店を実現できる

ようアクセルを踏んでまいります。

　今期の出店につきましては駅前周辺を中心に立地条件を厳選し出店いたしました。当社を認知していただくには

最適の立地であり、お客様にお気軽にご来店いただき当社の魅力を感じていただくことに重点を置いております。

今期出店いたしました平塚駅店（神奈川県平塚市）、北４９条店（北海道札幌市）、登戸駅店（神奈川県川崎市）

の直営店３店舗につきましては、いずれも駅の周辺となっております。

　既存店の改装も順次行っております。改装時に店舗のレイアウト、地域にあった商品構成などを再度検討するこ

とにより、お客様にとってより快適な空間を提供をしております。改装した店舗につきましては、改装前と比較し

て順調な売上を示しております。

　加えて、以前より取り組んでおります新たな顧客の創出につきましては港北ニュータウン店（神奈川県横浜市）、

平岸店（北海道札幌市）につづき、当社で３店舗目になりますホビー専門店「B’s　Ｈｏｂｂｙ京都店」（京都府

下京区）をオープンいたしました。京都最大級の模型売り場面積を誇り、本格志向のお客様にも満足いただいてお

ります。これからもホビーという書籍以外の市場にも進出することにより、複合的なサービスを提供することで多

様化する顧客ニーズに対応してまいります。

なお閉店は直営店２カ店を閉鎖いたしました。

②　通期の業績見通し

　今後の経済環境につきましては、ここのところ景気回復にやや陰りが見えつつあり、個人消費が回復に向かうか

は不透明な部分が多く、予断を許さない状況が続くものと思われます。

　書店業界では、寡占化による大手チェーン間、およびインターネット通販市場との競争が激化しており、さらに

新業態としてコミック・書籍等のレンタルも稼動するかの動きもあり、予断を許せません。またマルチメディア商

品に関してはＣＤ・ＤＶＤの販売と同時にレンタルが開始される等の事例もあり、このような状況を踏まえ当社グ

ループは前述のように厳しい経営環境に対応し競争に勝ち残るため、営業部門の強化充実を図ることを目的とし、

営業本部を店舗統括本部、営業管理本部、事業開発本部の三本部制とし、強力な営業体制を作り上げてまいります。

また、他の書店にはない新商材を取扱うとともに、総合マルチメディアショップの運営ノウハウを生かした独自の

魅力ある店づくりに努め、国内最大規模である販売力を基に、充実した品揃えとお客様の視点に立ったサービスの

ご提供を心掛けてまいります。

 

以上により通期の売上高55,300百万円、経常利益500百万円、当期純利益80百万円を目指してまいります。 

(2）財政状態

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりとなっております。

　当中間連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前当期純利益が138百万円、減価

償却額146百万円、のれん償却額66百万円、仕入債務の増加額40百万円、一方売上債権の増加額61百万円、たな卸資産

の増加額657百万円等の要因により、使用しました資金は685百万円となりました。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、新規出店等による固定資産の取得57百万円、保証金の差入れ75百

万円、保証金の返還231百万円等で得られた資金は109百万円となりました。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に長期借入金の借入れによる収入2,646百万円、長期借入金の返済1,942

百万円、社債の償還による支出634百万円等の要因により得られた資金は752百万円となりました。

　この結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は前連結会計年度に比較して176百万円増加し、1,922百万円となり

ました。
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＜キャッシュ・フロー指標のトレンド＞

 平成15年８月期 平成16年８月期 平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年２月期

自己資本比率（％） 7.9 8.1 7.6 8.6 8.3

時価ベースの株主資本比

（％）
9.6 13.5 13.7 12.6 12.1

債務償還年数（年） 21.7 83.6 9.3 38.9 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
4.9 2.2 7.4 2.8 －

　（注）　自己資本比率・・・・・・・・・・・・・自己資本／総資産

時価ベースの株主資本比率・・・・・・・株式時価総額／総資産

債務償還年数・・・・・・・・・・・・・有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ・・・（営業キャッシュ・フロー＋利払い＋法人税等支払額）／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対

象としております。法人税等支払額は、営業活動におけるキャッシュ・フローの法人税等の支払額を利用し

ております。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年２月28日）

当中間連結会計期間末

（平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約連結貸借対
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 2,622,953 2,243,124 2,066,651

２．受取手形及び売掛金 3,746,330 3,618,419 3,556,936

３．たな卸資産 16,572,635 15,511,271 14,853,435

４．繰延税金資産 40,261 51,861 65,460

５．その他 657,080 758,662 647,638

６．貸倒引当金 △5,783 △3,977 △3,937

流動資産合計 23,633,478 61.3 22,179,361 60.8 21,239,785 59.3

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物及び構築物 ※２ 2,051,312 1,918,749 1,967,715

２．機械装置及び運搬
具

14,187 9,622 11,395

３．土地 ※２ 3,493,134 3,493,134 3,493,134

４．建設仮勘定  － － 10,210

５．その他 238,709 241,321 258,850

有形固定資産合計 5,797,344 15.0 5,662,826 15.5 5,741,305 16.0

(2）無形固定資産

１．営業権 14,472 － －

２．連結調整勘定 200,256 － －

３．のれん － 66,752 133,504

４．ソフトウエア 71,112 52,645 57,380

５．電話加入権 38,401 38,401 38,401

無形固定資産合計 324,242 0.9 157,798 0.4 229,285 0.6

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 392,339 386,342 406,181

２．長期貸付金 912,428 1,180,183 1,202,333

３．繰延税金資産 657,882 730,790 697,010

４．差入保証金 ※２ 6,791,656 6,467,893 6,626,921

５．その他 ※２ 774,599 505,959 453,660

６．貸倒引当金 △769,278 △779,278 △779,278

投資その他の資産合
計

8,759,628 22.7 8,491,890 23.3 8,606,828 24.1

固定資産合計 14,881,215 38.6 14,312,516 39.2 14,577,420 40.7

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 38,539,753 100.0 36,495,832 100.0 35,825,115 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年２月28日）

当中間連結会計期間末

（平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約連結貸借対
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．支払手形及び買掛金 13,688,700 12,054,294 12,013,636

２．短期借入金 ※２ 9,613,350 9,799,064 8,548,638

３. 一年以内償還予定社
債

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

４．未払法人税等 179,323 138,934 281,092

５．賞与引当金 42,795 57,884 63,014

６．ポイント引当金 － 17,398 －

７．その他 520,895 459,671 551,339

流動負債合計 25,913,064 67.2 24,145,246 66.2 23,025,719 64.3

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．繰延税金負債 212,773 214,172 212,773

４．退職給付引当金 860,507 961,679 909,682

５．その他 491,230 468,219 485,845

固定負債合計 9,430,659 24.5 9,199,604 25.2 9,573,821 26.7

負債合計 35,343,723 91.7 33,344,851 91.4 32,599,540 91.0

（少数株主持分）

少数株主持分 148,258 0.4 － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 889,250 2.3 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 1,930,500 5.0 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 194,585 0.5 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

51,579 0.1 － － － －

Ⅴ　自己株式 △18,142 △0.0 － － － －

資本合計 3,047,771 7.9 － － － －

負債、少数株主持分及
び資本合計

38,539,753 100.0 － － － －
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前中間連結会計期間末

（平成18年２月28日）

当中間連結会計期間末

（平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約連結貸借対
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   － －  1,930,500 5.3  1,930,500 5.4

３．利益剰余金   － －  181,266 0.5  241,182 0.7

４．自己株式   － －  △18,142 △0.0  △18,142 △0.1

株主資本合計   － －  2,982,873 8.2  3,042,789 8.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  38,525 0.1  50,715 0.1

評価・換算差額等合計   － －  38,525 0.1  50,715 0.1

Ⅲ　少数株主持分   － －  129,582 0.3  132,069 0.4

純資産合計   － －  3,150,981 8.6  3,225,574 9.0

負債純資産合計   － －  36,495,832 100.0  35,825,115 100.0
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約連結損益計
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 27,777,670 100.0 27,281,020 100.0 55,270,655 100.0

Ⅱ　売上原価 21,471,448 77.3 20,946,383 76.8 42,576,145 77.0

売上総利益 6,306,221 22.7 6,334,636 23.2 12,694,509 23.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．賃借料 1,901,538 1,938,492 3,834,352

２．給料手当 1,043,492 1,064,746 2,102,886

３．雑給 881,409 900,582 1,799,347

４．賞与引当金繰入額 42,795 57,884 63,014

５．退職給付引当金繰入
額

71,863 70,124 143,726

６．ポイント引当金繰入
額

－ 2,658 －

７．連結調整勘定償却額 66,752 － －

８．のれん償却額 － 66,752 162,312

９．その他 1,927,917 5,935,768 21.4 1,928,363 6,029,603 22.1 3,854,282 11,959,920 21.6

営業利益 370,453 1.3 305,032 1.1 734,588 1.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 11,258 13,550 24,110

２．受取配当金 579 643 6,066

３．受取手数料 35,957 40,288 78,071

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 26,333 127,135 0.5 9,933 120,964 0.4 30,111 243,793 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 173,628 190,024 352,794

２．その他 44,133 217,761 0.8 25,890 215,914 0.8 88,898 441,693 0.8

経常利益 279,826 1.0 210,082 0.8 536,689 1.0

Ⅵ　特別利益

１．償却済債権取立益  5,981 5,981 0.0 － － － 5,981 5,981 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※１ 874 － 874

２．固定資産除却損 ※２ 18,227 19,372 27,905

３．賃貸借契約等解約損 ※３ 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．貸倒損失 － 12,144 －

７．役員退職慰労金 － 3,200 －

８．過年度ポイント繰入
引当額

－ 14,740 －

９．減損損失  ※４ 95,899 124,634 0.4 21,768 71,225 0.3 123,315 203,042 0.4

税金等調整前中間
(当期)純利益

161,173 0.6 138,856 0.5 339,628 0.6

法人税、住民税及び
事業税

160,017 133,279 353,294

法人税等調整額 △24,312 135,704 0.5 △10,891 122,388 0.4 △88,075 265,219 0.5

少数株主利益 △1,234 0.0 2,486 0.0 △3,578 △0.0

中間(当期)純利益 24,234 0.1 18,954 0.1 70,831 0.1
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,830,500

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株の発行 100,000 100,000

Ⅲ　資本剰余金中間期末残高 1,930,500

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 246,281

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間純利益 24,234 24,234

Ⅲ　利益剰余金減少高

　　　 中間純損失 －

配当金 75,931 75,931

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高 194,585
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（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

平成18年８月31日　残高（千円） 889,250 1,930,500 241,182 △18,142 3,042,789

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      

剰余金の配当   △78,871  △78,871

中間純利益   18,954  18,954

自己株式の処分      

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △59,916 － △59,916

平成19年２月28日　残高（千円） 889,250 1,930,500 181,266 △18,142 2,982,873

評価・換算差額等

少数株主持分 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） 50,715 132,069 3,225,574

中間連結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   18,954

自己株式の処分    

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△12,189 △2,486 △14,676

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△12,189 △2,486 △74,592

平成19年２月28日　残高（千円） 38,525 129,582 3,150,981

 (注1)平成18年11月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前連結会計年度（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

平成17年８月31日　残高（千円） 789,250 1,830,500 246,281 △18,063 2,847,968

連結会計年度中の変動額

新株の発行 100,000 100,000   200,000

剰余金の配当   (注1)   △75,931  △75,931

当期純利益   70,831  70,831

自己株式の取得    △79 △79

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

100,000 100,000 △5,100 △79 194,821

平成18年８月31日　残高（千円） 889,250 1,930,500 241,182 △18,142 3,042,789

評価・換算差額等

少数株主持分 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） 25,093 147,023 3,020,085

連結会計年度中の変動額

新株の発行   200,000

剰余金の配当　　　（注1）   △75,931

当期純利益   70,831

自己株式の取得   △79

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

25,622 △14,954 10,668

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

25,622 △14,954 205,489

平成18年８月31日　残高（千円） 50,715 132,069 3,225,574

 (注1)平成17年11月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益  161,173  138,856  339,628

有形固定資産償却額 137,992 133,840 304,631

無形固定資産償却額 29,994 12,514 29,254

減損損失 95,899 21,768 123,315

繰延資産償却額 17,150 3,955 34,301

連結調整勘定償却額 66,752 － －

のれん償却額 － 66,752 162,312

有形固定資産売却損益  874  － 874

貸倒引当金の増加額 748 39 8,903

賞与引当金の増加又は減少額

（△）
△ 16,912 △ 5,130  3,307

退職給付引当金の増加額 40,120 51,996 89,295

ポイント引当金の増加額 － 17,398 －

受取利息及び受取配当金 △ 11,838 △ 14,193 △ 30,176

支払利息 173,628 190,024 352,794

有形固定資産除却損 10,583 12,290 14,380

投資有価証券評価損 － － 4,968

施設利用権の評価損 － － 33,651

売上債権の増加（△）又は、減少

額
 △ 234,967  △ 61,483 △ 345,573

たな卸資産の増加額（△） △ 89,846  △ 657,835  217,946

仕入債務の増加又は、減少額

(△)
△ 246,801  40,657 △ 439,888

その他流動負債の増加又は、減少

額(△)
△ 36,660 △ 86,338 △ 67,365

その他 △ 180,915 △ 97,710  100,937

　小計  △ 83,022 △ 232,598 937,498

利息及び配当金の受取額 11,855 13,917 30,172

利息の支払額  △ 174,331 △ 191,081 △ 346,411

法人税等の支払額 △ 64,857 △ 275,437 △ 156,366

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 310,356 △ 685,200 464,894
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前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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  △ 232,000 △ 252,000 △ 330,288

定期預金の払戻による収入 232,000 252,000 330,271

有形固定資産の取得による支出  △ 43,644 △ 57,695 △ 133,789

有形固定資産の売却による収入  1,033  －  1,033

無形固定資産の取得による支出  △ 9,060  △ 7,780 △ 9,060

投資有価証券の取得による支出  △ 233  △ 240 △ 20,471

子会社株式の取得による支出 － － △　　 18,395

短期貸付金の純増減額 1,500 1,500  3,000

長期貸付金による支出  －  － △ 30,000

長期貸付金の回収による収入  10,343  22,849  27,778

長期前払費用取得による支出 △ 11,917 △ 681  △ 20,822

保証金の差入による支出  △ 13,855  △ 75,504 △ 96,685

保証金の返還による収入 204,303 231,437 438,159

投資その他の資産取得による支出  △ 19,143 △ 4,769 △ 24,517

投資活動によるキャッシュ・フロー  119,325  109,116  116,213

Ⅲ　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 2,160,200 820,800  1,202,400

割賦契約に伴う支払額 △ 67,884 △ 59,012 △ 131,002

長期借入れによる収入 2,000,000 2,646,360 5,719,000

長期借入金の返済による支出 △ 2,709,566 △ 1,942,720 △ 5,502,106

社債の償還による支出  △ 694,000  △ 634,000 △ 1,928,000

自己株式の取得による支出  △ 79  －  　 　△ 79

配当金の支払額 △ 75,931 △ 78,871 △ 75,931

財務活動によるキャッシュ・フロー  612,738  752,556 △ 715,718

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  421,707  176,472  　 　△ 134,611

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,880,974 1,746,363 1,880,974

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
※１ 2,302,682 1,922,836 1,746,363
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は全て連結されております。

連結子会社は次の５社であります。

 有限会社シマザキ

 ジェイブック株式会社

 株式会社ブックストア談

 株式会社文教堂販売

 有限会社文教堂サービス

　また、リーブルあざみ株式会社及

び有限会社ロイヤルブックスは平成

17年９月１日に株式会社ブックスト

ア談と合併したため、連結の範囲か

ら除いております。

　子会社は全て連結されております。

連結子会社は次の５社であります。

 有限会社シマザキ

 ジェイブック株式会社

 株式会社ブックストア談

 株式会社文教堂販売

 有限会社文教堂サービス

 

 子会社は全て連結されております。

連結子会社は次の5社であります。

 有限会社シマザキ

 ジェイブック株式会社

 株式会社ブックストア談

 株式会社文教堂販売

 有限会社文教堂サービス

　なお、前連結会計年度において連

結子会社でありましたリーブルあざ

み(株)及び(有)ロイヤルブックスは

(株)ブックストア談を存続会社とし

て合併しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結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。

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結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。

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(ロ）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。

(ロ）たな卸資産

商品

同左

(ロ）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

(イ) 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

機械装置及び運搬具　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。

(イ）有形固定資産

同左

(イ)有形固定資産

同左

(ロ）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年間で均等償却してお

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。

(ロ）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。

(ロ）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。

(3）重要な繰延資産の償却

の方法

(イ）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。

(イ）社債発行費

　3年間にわたり均等償却してお

ります。

(イ）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

(イ）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の債

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。

(イ）貸倒引当金

同左

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）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、当中間連結会計期間負担分

を計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

(ロ）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、当連結会計年度負担分を計

上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(ハ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

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、数理計算上の差異は、そ

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。

(ハ）退職給付引当金

同左

(ハ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

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、各連結会

計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連結会

計年度から費用処理しております。

(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

(6）重要なヘッジ会計の方

法

(イ）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす借入金

に係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。

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップ……借入金

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ）ヘッジ方針

　当社グループは、社内規定であ

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。

また、連結子会社についても同様

であります。

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ハ）ヘッジ方針

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(ニ）その他

　当社グループにおけるデリバ

ティブ取引は、社内規定（「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。

(ニ）その他

同左

(ニ）その他

同左

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

(イ）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。

(イ）消費税等の会計処理

同左

(イ）消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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)

　当中間連結会計期間から「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

税金等調整前中間純利益は86,304千円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表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)

　当連結会計年度から「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。これにより税金

等調整前当期純利益は103,733千円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表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)

　当連結会計年度より、「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、連結財務諸表規則の改正により、当連

結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の連結財務諸表規則によ

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3,093,505千円であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

─────

 

 (常備寄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、前連結

会計年度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、前連結会計年度において常備寄

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連結会計年度におけ

る下期に行われたのは、前連結会計年度におけ

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、前中間連結会計期間は従来の方法に

よっておりますが、前中間連結会計年度末にお

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、前中間連結貸借対照

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。

 (常備寄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、当連結

会計年度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、当連結会計年度において常備寄

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1,411,406

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

1,411,406千円、支払手形及び買掛金は

1,481,977千円減少し、流動負債「その他」は

70,570千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、当中間連結会計期間は従来の方法に

よっておりますが、当中間連結会計年度末にお

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、中間連結貸借対照表

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、当中間連結会計年

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連結会計

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、当中間連結会計年度において

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76,076千

円、「投資その他の資産」の「その他」（長期

前払費用）が55,827千円それぞれ増加するとと

もに、営業利益、経常利益および税金等調整前

当期純利益は131,903千円増加しております。

─────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度 

（自　平成17年９月１日 

至　平成18年８月31日） 

──────

 

──────

 

（連結貸借対照表）

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度より、「連結調整勘定」は「のれん」と表示

しております。

──────

 

──────

 

（連結損益計算書）

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度より、「連結調整勘定償却額」は「のれん償

却額」として表示しております。

なお、従来と同一の表示方法を採用した場合は、

「連結調整勘定償却額」は、133,367千円、

「その他」は3,883,227千円となります。

──────

 

──────

 

（連結キャッシュフロー）

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度より、「連結調整勘定償却額」は、「のれん

償却額」として表示しております。

なお、従来と同一の表示方法を採用した場合は、

「連結調整勘定償却額」は、133,367千円、

「無形固定資産償却額」は、58,199千円となり

ます。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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

3,882,142千円 4,041,666千円 4,020,922千円

※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

建物及び構築物 535,192千円

土地 2,750,952千円

差入保証金 3,968,479千円

その他（投資） 54,000千円

　計 7,308,624千円

建物及び構築物 508,684千円

土地 2,750,952千円

差入保証金 3,658,678千円

その他（投資） 54,000千円

　計 6,972,314千円

建物及び構築物 521,628千円

土地 2,750,952千円

差入保証金 3,814,849千円

その他（投資） 54,000千円

　計 7,141,430千円

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

　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

　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

　計 12,467,158千円

　３．偶発債務は次のとおりであります。

　　　企業集団以外の会社の金融機関からの

借入に対する保証

　３．偶発債務は次のとおりであります。

　(1) 企業集団以外の会社の金融機関からの

借入に対する保証

　３．偶発債務は次のとおりであります。

 （1）企業集団以外の会社の金融機関からの

借入に対する保証

㈱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

 

 

　(2) 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（営業補償料）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

連結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事は困難であ

ります。

　(2) 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（営業補償料）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

連結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事は困難であ

ります。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．固定資産売却損は備品874千円でありま

す。

※１．　　　　───── ※１．　　　　───── 

※２．固定資産除却損は建物7,401千円、撤去

工事7,643千円ほかであります。

※２．固定資産除却損は建物8,554千円、撤去

工事7,082千円ほかであります。

※２．固定資産除却損は建物12,627千円、撤去

工事12,036千円ほかであります。

※３．賃貸借契約等解約損は、賃貸借契約等の

解約に伴い、生じた損失であります

※３．賃貸借契約等解約損は、賃貸借契約等の

解約に伴い、生じた損失であります

※３．賃貸借契約等解約損は、店舗の賃貸借契

約の解約に伴い発生した損失であります。

※４．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループ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10店舗）

建物・

リース

資産等 

95,899千円

 合計 95,899千円

　　　　当社グループは、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10店舗の帳簿価

額を回収可能価額まで減損し、当該当減

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、建物及び構築物57,606千

円、リース資産31,183千円、その他

7,110千円であります。

　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。

※４．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループ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

　　　　当社グループは、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、当該当減

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、建物及び構築物15,336　

千円、リース資産5,336千円、その他

1,095千円であります。

　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2.4％で割り引いて

算定しております。

※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グルー

プ゜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11店舗）

建物・

リース

資産等 

123,315千円

 合計 123,315千円

　　　　当社グループは、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11店舗の帳簿価

額を回収可能価額まで減損し、当該当減

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69,776千円、リース

資産43,717千円、その他9,822千円であ

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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

（当中間連結会計期間）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 7,914,715 － － 7,914,715

合計 7,914,715 － － 7,914,715

自己株式

普通株式 27,615 － － 27,615

合計 27,615 － － 27,615

２．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

平成18年11月28日

定時株主総会
普通株式 78,871 10 平成18年8月31日 平成18年11月29日

（前連結会計年度）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式　　※１

普通株式 7,620,600 294,115 － 7,914,715

合計 7,620,600 294,115 － 7,914,715

自己株式

普通株式　　※２ 27,500 115 － 27,615

合計 27,500 115 － 27,615

 (注）※１．普通株式の発行済株式総数の増加294千円は、新株予約権の行使によるものであります。

 　　 ※２．普通株式の自己株式の株式数の増加115株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．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

平成17年11月24日

定時株主総会
普通株式 75,931 10 平成17年8月31日 平成17年11月25日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

1株当たりの配
当額

配当の原資 基準日 効力発生日

平成18年11月28日

定時株主総会
普通株式 78,871 10 利益剰余金 平成18年8月31日 平成18年11月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係(平成18年8月31日現在)

現金及び預金勘定 2,622,953千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△320,271千円

現金及び現金同等物 2,302,682千円

現金及び預金勘定 2,243,124千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△320,288千円

現金及び現金同等物 1,922,836千円

現金及び預金勘定 2,066,651千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△320,288千円

現金及び現金同等物 1,746,363千円

　２．重要な非資金取引

　当中間連結会計期間に新たに計上した割

賦契約に関わる資産及び債務の額は、それ

ぞれ14,108千円であります。

　２．重要な非資金取引

　当中間連結会計期間に新たに計上した割

賦契約に関わる資産及び債務の額は、それ

ぞれ46,948千円であります。

　２．重要な非資金取引

　当連結会計年度に新たに計上した割賦契

約に関わる資産及び債務の額は、それぞ

れ 54,789千円であります。
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．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中

間期末残高相当額

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

及び

構築物

10,655 10,231 － 423

車両運

搬具
2,113 848 － 1,264

その他 1,563,783 748,441 30,766 784,576

計 1,576,553 759,521 30,766 786,265

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

及び

構築物

6,140 716 － 5,423

車両運

搬具
1,383 613 － 769

その他 1,472,792 895,592 60,827 516,372

計 1,480,315 896,921 60,827 522,566

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

及び

構築物

16,795 10,757 － 6,037

車両運

搬具
2,113 1,073 － 1,040

その他 1,655,684 976,847 43,055 635,781

計 1,674,593 988,678 43,055 642,859

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等及び

リース資産減損勘定中間期末残高

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及び

リース資産減損勘定中間期末残高

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

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 270,374千円

１年超 481,497千円

　計 751,871千円

　　リース資産減損勘定中間期末残高

　　　　　　　　　　　　　25,412千円　

　　　　　　　

１年内 231,895千円

１年超 378,131千円

　計 610,026千円

　　リース資産減損勘定中間期末残高

　　　　　　　　          29,370千円　

　　　　　　　

１年内 262,837千円

１年超 444,501千円

　計 707,338千円

　　リース資産減損勘定中間期末残高

　　　　　　　　　　      32,190千円　

(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 164,229千円

リース資産減損勘定の取

崩額
5,771千円

減価償却費相当額 140,796千円

支払利息相当額 12,500千円

減損損失 31,183千円

支払リース料 151,346千円

リース資産減損勘定の取

崩額
9,104千円

減価償却費相当額 139,159千円

支払利息相当額 10,852千円

減損損失 5,336千円

支払リース料 318,379千円

リース資産減損勘定の取

崩額
11,526千円 

減価償却費相当額 293,130千円

支払利息相当額 25,064千円

減損損失 43,717千円 

(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、残存価格を

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

　　 リース総額とリース物件の取得額との差額

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

２．オペレーティング・リース取引

─────

２．オペレーティング・リース取引

─────

２．オペレーティング・リース取引

 ─────
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②　有価証券

（前中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成18年２月28日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 171,420 246,274 74,853

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 22,803 33,205 10,401

合計 194,224 279,479 85,254

２．時価のない有価証券の主な内容

前中間連結会計期間末（平成18年２月28日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 112,860

（当中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成19年２月28日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 171,420 226,180 54,759

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 23,281 32,269 8,987

合計 194,702 258,450 63,747

２．時価のない有価証券の主な内容

当中間連結会計期間末（平成19年２月28日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 127,891
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（前連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成18年８月31日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 171,420 248,062 76,641

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 23,041 30,226 7,185

合計 194,462 278,289 83,827

２．時価のない有価証券の主な内容

前連結会計年度（平成18年８月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 127,891

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において当社グループは金利スワップ取引のデリ

バティブ取引を契約しておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評

価損益の状況の記載を省略しております。

④  ストック・オプション等

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における書籍・雑誌等販売業の売上高、営業利

益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において本邦以外の国、または地域に所在する

連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高はないため該当事項はあり

ません。

－ 30 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 386円42銭

１株当たり中間純利益

金額
3円12銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
   2円84銭

１株当たり純資産額   399円51銭

１株当たり中間純利益

金額
2円40銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
2円19銭

１株当たり純資産額 392円22銭

１株当たり当期純利益

金額
  9円09銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
8円36銭

（注）１株当たり中間(当期)純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たりの中間(当期)純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

一株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 24,234 18,954 70,831

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間(当期)純利益（千

円）
24,234 18,954 70,831

期中平均株式数（株） 7,750,268 7,887,100 7,791,933

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

（うち支払利息（税額相当額控除

後））
（－） （－） （－）

普通株式増加数（株） 775,064 763,705 678,282

（うち転換社債） （－） （－） （－）

（うち新株予約権） 775,064 763,705 678,282

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

───── ───── ─────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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、この件が当連結会計年度以降

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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５．販売の状況

事業区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

売上高（千円）
構成比
（％）

売上高（千円）
構成比
（％）

売上高（千円）
構成比
（％）

書籍・雑誌等の販売業

小売

書籍 10,674,564 38.4 10,564,968 38.7 21,624,132 39.1

雑誌 9,183,443 33.1 9,100,219 33.4 18,377,330 33.2

音楽ＣＤ 874,772 3.2 741,950 2.7 1,653,835 3.0

その他 ※２ 3,344,591 12.0 3,411,834 12.5 6,669,527 12.1

小計 24,077,371 86.7 23,818,972 87.3 48,324,826 87.4

卸売 ※１

書籍 1,149,199 4.1 1,058,512 3.9 2,170,220 3.9

雑誌 1,407,133 5.1 1,331,894 4.9 2,718,338 4.9

音楽ＣＤ 317,314 1.1 248,365 0.9 585,055 1.1

その他 ※２ 466,285 1.7 592,586 2.2 993,511 1.8

小計 3,339,932 12.0 3,231,359 11.9 6,467,125 11.7

その他 ※３ 236,329 0.9 107,934 0.4 225,689 0.4

中計 27,653,634 99.6 27,158,265 99.6 55,017,641 99.5

販売受託業 124,036 0.4 122,754 0.4 253,013 0.5

合計 27,777,670 100.0 27,281,020 100.0 55,270,655 100.0

　（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・図書券他であります。

※３．「その他」は、出版社からの報奨金収入等であります。

４．上記の金額には、消費税等が含まれておりません。
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