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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,979 ― 54 ― 13 ― △48 ―

20年3月期第2四半期 13,171 ― △190 ― △157 ― △122 ―

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2四半期 △20.26 ―

20年3月期第2四半期 △50.99 ―

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2四半期 18,124 2,138 11.8 890.33
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2四半期  2,136百万円 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 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 28,700 4.8 500 654.1 400 203.5 140 ― 58.33

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  無  

(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2四半期  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2四半期  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2四半期  2,399,937株 20年3月期第2四半期  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．平成20年５月16日に公表しました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成20年11月７日付「業績予想の修正と特別損失の発生に関するお知らせ」 
  をご参照下さい。 
２．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。 
３．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。  



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２四半期累計期間におけるわが国経済は、金融不安による先行きの不透明感が増す一方で、原油価格の高騰

などによる生活必需品の値上げは個人消費者の消費マインドを冷え込ませております。 

 書店業界におきましても、大手チェーン店の経営破綻や有名雑誌の休刊発表が相次ぐなど厳しい状況が続いてお

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）、志段味店（名古屋市守山区）、小浜店（福井県小浜市）と５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

３店舗あり、第２四半期会計期間末の店舗数は91店舗となりました。 

 積極的な新規出店及び既存店での売場改装などによる業容の拡大や、主力部門である書店部門において、メディ

ア関連商品の拡販や季節商品の積極的な展開により順調に売り上げを伸ばすことができたことなどから、売上高は

139億79百万円、営業利益は54百万円、経常利益は13百万円となりました。また、減損損失を70百万円計上したこ

となどから四半期純損失は48百万円となりました。 

 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、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）、ＴＶや映画の原作本などメディア関連商品の仕入れを積極的に行いました。また、雑誌の付録見本の陳列

や拡販材の活用をしたり、季節商品を強化しフェア用の什器を使用しての訴求効果のある陳列を行うなどして拡販

に努めました。 

 更に、７月には世界的ベストセラー「ハリー・ポッター」シリーズの最終巻である「ハリー・ポッターと死の秘

宝」が発売されたことや夏の文庫フェアが好調な売れ行きをみせたことなどもあり順調に推移しました。 

 この結果、書店部門の売上高は87億35百万円となりました。 

（文具部門） 

 文具部門では、季節商品やファンシーグッズが好調な売れ行きを見せました。定番商品には目立った新製品が乏

しかったものの、販売状況にあわせて売場変更を随時実施するなどして鮮度の高い売場作りを行い、拡販に努めま

した。 

 この結果、文具部門の売上高は５億82百万円となりました。 

（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、“浜崎あゆみ”、“Ｂ’z”、“Ｇ

ＲeeeeＮ”などのビッグタイトルの発売があり、これらを中心とした拡販活動を積極的に行いました。この部門

は、発売タイトルによる売上の増減が激しく、夏場にはやや伸び悩みがみられましたが、既存店における売場レイ

アウトの変更やビッグタイトルの全社的な予約獲得活動などを積極的に実施しました。 

 この結果、セルＡＶ部門の売上高は14億57百万円となりました。 

（ＴＶゲーム部門） 

 ＴＶゲーム部門では、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、在庫の充実に努める一方で、

店舗間での商品移動により在庫の調整を図り効率的な販売を行いました。新品ゲームでは、売れ筋商品を中心とし

た効果的な陳列を進める一方で、新作の予約獲得活動を積極的に実施しました。また、新店以外にも、既存２店舗

（大台店、大和店）へ新規に部門導入を行い拡販に努めました。 

 この結果、ＴＶゲーム部門の売上高は４億13百万円となりました。 

（レンタル部門） 

 レンタル部門では、ビジュアル分野では、旧作商品の需要が落ち着きを見せる中で新作商品がカバーし切れず、

やや厳しい状況となりました。そうした中でも、引き続き在庫商品のビデオからＤＶＤへの移行を進め、ＤＶＤの

在庫比率は前事業年度末の82.6％から当第２四半期累計期間末には91.1％となりました。また、ケータイ会員への

メールによるキャンペーンの告知や、シリーズものの１、２巻半額セールなどの拡販活動の実施、ＰＯＰの大型

化、モニターを活用しての視覚効果ある商品陳列を行うなどしました。 

 尚、平成20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扱店舗を増やしており、当第２四半期会計

期間末では11店舗となりました。 

 この結果、レンタル部門の売上高は27億円となりました。 

（その他） 

 自動販売機収入は、夏場の高需要もあり順調に推移しました。受取手数料及び賃貸収入につきましては、第１四

半期に引き続き堅調に推移しました。 



 この結果、その他の売上高は89百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

 ①当第２四半期末の資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は、借入金の返済及び出店投資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１億99百万円減少して、181億24百万円となりました。 

 なお、純資産は65百万円減少して、21億38百万円となり、自己資本比率は11.8％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累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５億86百

万円減少し、当第２四半期会計期間末には14億18百万円となりました。 

 当第２四半期累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８億36百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加額が４億22百万円であ

ったこと、減価償却費が３億85百万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９億５百万円となりました。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５億17百万円となりました。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 

 通期の業績につきましては、業界環境は引き続き厳しい状況が続くものと思われますが、既存店の前年比が当初の

予想を上回って推移していること、経費削減に向けての取り組みにも一定の成果が上がってきていることなどを踏ま

えまして、見直しを行いました。 

 その結果、通期の業績見通しは売上高287億円（前年比4.8％増）、営業利益５億円（同654.1％増）、経常利益４

億円（同203.5％増）、当期純利益１億40百万円（前事業年度は当期純損失20百万円）となる見込みであります。 

 詳細は平成20年11月７日付「業績予想の修正と特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、平成20年５月16日の決算短信で公表しました通期の業績予想との差異は以下のとおりです。 

（注）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいております、従いまして、実際の業績は、今後様々な要因

により予想値と異なる可能性があります。 

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 

 該当事項はありません。 

（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

  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 

前回発表予想（Ａ） 28,000 277 200 12 5 00 

今回修正予想（Ｂ） 28,700 500 400 140 58 33 

増減額（Ｂ－Ａ） 700 223 200 128 －   

増減率（％） 2.5 80.5 100.0 － －   

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
27,393 66 131 △20 △8 34 



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、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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は26,649千円減少し、税引前四半期純損失は同額

増加しております。  

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、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、当第２四半期会計期間末のたな卸資産が

3,212千円減少したことにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は同額減少し、税引前四半期純

損失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、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、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、従来と同一の方法によった場合と比較して当第２四半期累計期間の売上高89,349千円、売上総利益

77,654千円、営業利益が89,349千円増加しておりますが、経常利益及び税引前四半期純損失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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 1,321,821 1,953,483

売掛金 49,295 56,866

商品 5,941,924 5,828,933

その他 399,675 472,310

流動資産合計 7,712,716 8,311,594

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,976,164 3,466,488

土地 2,558,423 2,558,423

その他（純額） 1,197,993 1,379,422

有形固定資産合計 7,732,582 7,404,334

無形固定資産 500,554 466,628

投資その他の資産 2,178,149 2,140,654

固定資産合計 10,411,286 10,011,617

資産合計 18,124,003 18,323,212

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,173,291 9,751,046

1年内返済予定の長期借入金 838,080 914,780

未払法人税等 71,095 93,253

引当金 109,065 92,558

その他 510,330 577,338

流動負債合計 11,701,862 11,428,977

固定負債   

長期借入金 3,920,620 4,342,260

退職給付引当金 338,497 331,832

その他 24,964 16,756

固定負債合計 4,284,082 4,690,849

負債合計 15,985,945 16,119,826



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 789,143 856,959

自己株式 △60 △60

株主資本合計 2,103,216 2,171,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,515 32,352

評価・換算差額等合計 33,515 32,352

新株予約権 1,325 －

純資産合計 2,138,057 2,203,385

負債純資産合計 18,124,003 18,323,212



(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,979,042

売上原価 9,953,610

売上総利益 4,025,431

販売費及び一般管理費 3,971,370

営業利益 54,061

営業外収益  

受取利息 3,141

受取配当金 1,420

受取保険金 2,903

その他 3,552

営業外収益合計 11,018

営業外費用  

支払利息 45,304

その他 6,674

営業外費用合計 51,978

経常利益 13,101

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 6,315

減損損失 70,869

その他 3,179

特別損失合計 80,363

税引前四半期純損失（△） △44,488

法人税、住民税及び事業税 58,047

法人税等調整額 △53,919

法人税等合計 4,127

四半期純損失（△） △48,616



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △44,488

減価償却費 385,762

減損損失 70,869

貸倒引当金の増減額（△は減少） 953

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,507

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,665

受取利息及び受取配当金 △4,562

支払利息 45,304

固定資産売却損益（△は益） △26

固定資産除却損 6,315

売上債権の増減額（△は増加） 7,571

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,187

仕入債務の増減額（△は減少） 422,244

その他 △28,734

小計 958,568

利息及び配当金の受取額 1,967

利息の支払額 △44,839

法人税等の支払額 △79,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,613

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 △771,572

有形固定資産の売却による収入 481

有形固定資産の除却による支出 △3,295

無形固定資産の取得による支出 △97,664

投資有価証券の取得による支出 △11,793

その他 △22,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,900

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 △498,340

配当金の支払額 △19,111

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △586,738

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 1,418,249



 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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   13,171,273 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,716,098 73.8 

売上総利益   3,455,174 26.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,645,792 27.7 

営業損失   △190,617 △1.5 

Ⅳ 営業外収益   75,663 0.6 

Ⅴ 営業外費用   42,644 0.3 

経常損失   △157,598 △1.2 

Ⅵ 特別利益   － 0.0 

Ⅶ 特別損失   16,926 0.1 

税引前中間純損失   △174,525 △1.3 

法人税、住民税及び事業
税 17,629     

法人税等調整額 △69,779 △52,150 △0.4 

中間純損失   △122,374 △0.9 

       



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失 △174,525 

減価償却費 305,488 

減損損失 13,916 

賞与引当金の増減額（△減少額） 30,250 

退職給付引当金の増減額（△減少額） 714 

受取利息及び受取配当金 △4,157 

支払利息 41,017 

固定資産除却損 2,863 

売上債権の増減額（△増加額） 7,616 

たな卸資産の増減額（△増加額） △40,596 

仕入債務の増減額（△減少額） 209,433 

未払消費税の増減額（△減少額） △30,261 

その他 △17,329 

小計 344,428 

利息及び配当金の受取額  1,548 

利息の支払額 △42,709 

補償金の受取額 1,840 

法人税等の支払額 △273,191 

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,915 

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 △358,273 

無形固定資産の取得による支出 △101,247 

有形固定資産の除却による支出 △723 

長期貸付金の回収による収入 120 

投資その他の資産の取得による支出  △105,029 

投資その他の資産の売却等による収入 41,668 

投資活動によるキャッシュ・フロー △523,484 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金による収入  1,200,000 

長期借入金の返済による支出 △484,560 

配当金の支払額 △35,679 

財務活動によるキャッシュ・フロー 679,760 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 188,191 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,737,265 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,925,456 
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