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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,908 ― 53 ― 33 ― 22 ―

20年3月期第1四半期 6,422 ― 138 ― 153 ― 63 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 9.52 ―

20年3月期第1四半期 26.36 ―

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

21年3月期第1四半期 18,215 2,210 12.1 921.27
20年3月期 18,323 2,203 12.0 918.10

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,210百万円 20年3月期  2,203百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 13,700 4.0 △76 ― △113 ― △137 ― △57.08

通期 28,000 2.2 277 317.8 200 51.8 12 ― 5.00

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  2,400,000株 20年3月期  2,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  63株 20年3月期  63株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  2,399,937株 20年3月期第1四半期  2,400,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績 
  等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14 
  号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に伴い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰に伴う原材料価格への影響などから先行きに対す

る不透明感を増しており、所得が伸び悩む中での物価上昇は消費者マインドを一層冷え込ませております。 

 書店業界におきましても、老舗婦人誌である「主婦の友」が2008年５月発売号をもって休刊するなど、依然とし

て厳しい状況であります。 

 このような状況の中で、当社は城山店（愛知県尾張旭市）、養老店（岐阜県養老郡養老町）、瑞浪中央店（岐阜

県瑞浪市）と３店舗の新規出店を行いました。これらは、いずれも食品スーパーが核店舗となるショッピング・セ

ンターへの出店であり、近隣からのアクセスのし易さ、広い共同駐車場、商業集積地としての認知の高さなど、集

客力が期待できるものと思われます。一方、閉店は１店舗あり、第１四半期会計期間末の店舗数は91店舗となりま

した。 

 新規出店による業容の拡大や、新譜のタイトルに恵まれ、セルＡＶ部門が順調に推移したことなどから、売上高

は69億８百万円、営業利益は53百万円、経常利益は33百万円、四半期純利益は22百万円となりました。 

 部門別の状況は以下のとおりであります。 

（書店部門） 

 書店部門では、「夢をかなえるゾウ」「Ｂ型自分の説明書」などのベストセラーや料理書の廉価なムック（書籍

のようにひとつのテーマで編集された雑誌形態の単行本）などの拡販を行うことができました。 

 この結果、書店部門の売上高は42億95百万円となりました。 

（文具部門） 

 文具部門では、定番の学用文具に加えて季節商材のファンシーグッズも好調な売れ行きを見せております。既存

店において、販売状況にあわせての売場変更も随時実施しており鮮度の高い売場作りを行うことができました。 

 この結果、文具部門の売上高は３億15百万円となりました。 

（セルＡＶ部門） 

 セルＡＶ部門では、音楽配信の影響から厳しい状況が続いておりましたが、４月の“ＹＵＩ”、６月の“ＧＲ

eeeeＮ”や“ケツメイシ”などのビッグタイトルの拡販を積極的に行いました。 

 この結果、セルＡＶ部門の売上高は７億56百万円となりました。 

（ＴＶゲーム部門） 

 ＴＶゲーム部門では、昨年ブームとなった学習ものにやや陰りが見られますが、中古ゲームでは店頭配布チラシ

を活用して買取強化を行い、在庫の充実に努めました。また、新品ゲームでは、積極的な予約獲得活動を実施した

結果、「メタルギア・ソリッド４・ガンズ・オブ・ザ・パトリオット」（ＰＳ３）などのビッグタイトルが売上を

牽引いたしました。 

 この結果、ＴＶゲーム部門の売上高は１億92百万円となりました。 

（レンタル部門） 

 レンタル部門では、前事業年度にＤＶＤの在庫比率を飛躍的に高めたことにより、ビジュアル分野が好調に推移

しております。 

 また、2008年２月から取り組みを開始したコミックレンタルは順次取り扱い店舗を増やしており、当第１四半期

会計期間末では５店舗となりました。 

 この結果、レンタル部門の売上高は13億４百万円となりました。 

（その他） 

 自動販売機収入、受取手数料及び賃貸収入につきましては、金額的重要度が増してきたことから、当第１四半期

会計期間より営業外収益から売上高へ計上することに変更いたしました。 

 その他の売上高は42百万円となりました。  

２．財政状態に関する定性的情報 

 ①当第１四半期末の資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は、借入金の返済により現預金が減少したことなどから、前事業年度末に比べ

１億７百万円減少して、182億15百万円となりました。 

 なお、純資産は７百万円減少して、21億74百万円となり、自己資本比率は12.1％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前事業年度末に比べ２億78百

万円減少し、当第１四半期会計期間末には17億26百万円となりました。 



 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以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は６億14百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加額が４億62百万円であ

ったこと、減価償却費が１億85百万円であったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は６億13百万円となりました。これは主に新規出店に対する設備投資によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は２億79百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものです。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に公表しました業績予想から変更はありません。 

  

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地たな卸高を基

礎として合理的な方法により算定しております。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に

従い四半期財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりました

が、当第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、主として売価還元法による原価法（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、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ17,395千円減少しております。  

③従来、商品の評価基準及び評価方法は、売価還元法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間

より、ＴＶゲーム部門商品につきましては移動平均法による原価法に変更いたしました。これは、コンピュータ

による受払い及び在庫管理システムの導入により、価格変動の激しいＴＶゲーム部門商品の期間損益をより適正

に計算することが可能になったためであります。 

なお、この変更に伴い従来と同一の方法によった場合と比較して、たな卸資産は3,419千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前四半期純利益は同額増加しております。 

④従来、自動販売機収入及び受取手数料並びに賃貸収入については、営業外収益に含めて処理をしておりました

が、当該金額の重要性が増してきたことに伴い、社内体制の整備を行い独立した事業部門として立ち上げたこと

から、当第１四半期会計期間より売上高へ計上することに変更いたしました。また、これらに対応する費用につ

きましても、これまで販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、当第１四半期会計期間より売上原価

に計上することにいたしました。 

この結果により、従来と同一の方法によった場合と比較して売上高42,671千円、売上総利益37,425千円、営業利

益が42,671千円増加しておりますが、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。 



５．四半期財務諸表 
(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20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,669,076 1,953,483

売掛金 51,443 56,866

商品 5,924,622 5,828,933

その他 336,269 472,310

流動資産合計 7,981,411 8,311,594

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,785,523 3,466,488

土地 2,558,423 2,558,423

その他（純額） 1,238,807 1,379,422

有形固定資産合計 7,582,754 7,404,334

無形固定資産 504,117 466,628

投資その他の資産 2,147,321 2,140,654

固定資産合計 10,234,193 10,011,617

資産合計 18,215,604 18,323,212

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,213,168 9,751,046

1年内返済予定の長期借入金 861,430 914,780

未払法人税等 23,156 93,253

引当金 49,575 92,558

その他 364,855 577,338

流動負債合計 11,512,185 11,428,977

固定負債   

長期借入金 4,133,940 4,342,260

退職給付引当金 332,738 331,832

その他 25,756 16,756

固定負債合計 4,492,434 4,690,849

負債合計 16,004,620 16,119,826



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,600 793,600

資本剰余金 520,533 520,533

利益剰余金 860,606 856,959

自己株式 △60 △60

株主資本合計 2,174,679 2,171,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,304 32,352

評価・換算差額等合計 36,304 32,352

純資産合計 2,210,984 2,203,385

負債純資産合計 18,215,604 18,323,212



(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,908,777

売上原価 4,898,182

売上総利益 2,010,594

販売費及び一般管理費 1,956,645

営業利益 53,949

営業外収益  

受取利息 1,536

受取配当金 1,418

その他 2,847

営業外収益合計 5,802

営業外費用  

支払利息 23,117

その他 2,683

営業外費用合計 25,801

経常利益 33,950

特別利益  

固定資産売却益 26

賞与引当金戻入額 22,747

特別利益合計 22,773

特別損失  

固定資産除却損 240

特別損失合計 240

税引前四半期純利益 56,483

法人税、住民税及び事業税 16,489

法人税等調整額 17,147

法人税等合計 33,637

四半期純利益 22,846



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 56,483

減価償却費 185,272

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,983

退職給付引当金の増減額（△は減少） 905

受取利息及び受取配当金 △2,954

支払利息 23,117

固定資産売却損益（△は益） △26

固定資産除却損 240

売上債権の増減額（△は増加） 5,423

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,910

仕入債務の増減額（△は減少） 462,121

その他 △60,396

小計 716,114

利息及び配当金の受取額 1,673

利息の支払額 △24,300

法人税等の支払額 △78,980

営業活動によるキャッシュ・フロー 614,506

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 △522,484

有形固定資産の売却による収入 481

無形固定資産の取得による支出 △93,102

その他 1,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △613,461

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △261,670

配当金の支払額 △17,642

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278,267

現金及び現金同等物の期首残高 2,004,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,726,720



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 6,422,971 

Ⅱ 売上原価 4,555,684 

売上総利益 1,867,287 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,728,453 

営業利益 138,834 

Ⅳ 営業外収益 34,029 

Ⅴ 営業外費用 18,921 

経常利益 153,941 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 285 

税引前四半期純利益 153,655 

税金費用 90,385 

四半期純利益 63,269 



(2) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 153,655 

減価償却費  143,383 

売上債権の増減額（△増加額） 10,067 

たな卸資産の増減額（△増加額）  39,597 

仕入債務の増減額（△減少額）  377,597 

その他 △88,690 

小計 635,610 

利息及び配当金の受取額 1,218 

利息の支払額  △22,196 

法人税等の支払額 △272,834 

営業活動によるキャッシュ・フロー 341,797 

Ⅱ 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 △88,246 

無形固定資産の取得による支出  △71,073 

投資その他の資産の取得による支出  △53,351 

その他 9,759 

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,911 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入による収入 1,200,000 

長期借入金の返済による支出  △249,010 

配当金の支払額 △31,813 

財務活動によるキャッシュ・フロー 919,176 
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