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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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8月期第1四半期 12,251 ― △147 ― △203 ― △169 ―

20年8月期第1四半期 12,676 △5.4 26 △76.9 △14 ― △55 ―

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8月期第1四半期 △21.52 ―

20年8月期第1四半期 △7.08 ―

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8月期第1四半期 33,225 1,649 4.5 193.26
20年8月期 31,984 1,839 5.4 217.32

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  1,524百万円 20年8月期  1,714百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 25,200 ― 170 ― 120 ― 10 ― 1.27
通期 50,000 △2.4 440 104.1 340 892.4 80 ― 10.14

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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』 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．上記の予想は、本資料発表日において入手可能な情報及び将来の業績に栄教祖与える不確実な要因に係る本資料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。 
 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  7,914,715株 20年8月期  7,914,715株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  27,615株 20年8月期  27,615株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  7,887,100株 20年8月期第1四半期  7,887,100株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国の低所得者向けサブプライムローン問題による金融市

場の混乱、原油価格の高騰などによる諸物価の上昇により消費者の生活防衛意識が高まり、個人消費を一層冷え込

ませることとなりました。 

 書店業界では、縮小傾向にある限られた市場の中での競合他社との競争激化、個人消費の低迷によって引き続き

厳しい経営環境となっております。 

 このような状況下において、当社グループにおきましても、売場面積や立地条件など時代のニーズに合わなくな

りつつある単独郊外型店舗の売上が伸び悩みを見せており、収益悪化の大きな要因となっております。 

 当社はこのような課題を解決すべく、経営効率の改善を最重要課題として掲げ、スクラップアンドビルドに取り

組むこととしております。 

 競合他社と比べて、不採算店舗を迅速に閉店することができるという当社の特性を生かし、平成19年８月期以降

積極的にスクラップアンドビルドを推進しているところでございますが、今後も事業構造の改革を一層強力に推進

してまいる所存であります。  

 当社グループの当第１四半期における売上高は計画に対し99.5％と下回り、個人消費の低迷から依然として厳し

い状況下にあります。新規店は、すすき野とうきゅう店、岩槻店、ららぽーと横浜店（ホビー業態）、東小金井店

など直営店４店舗を出店したものの、直営店６店舗ＦＣ店１店舗を閉店した結果、売上高は12,251百万円(前年同期

比3.4％減）となり、利益面に関しては売上高の減少により営業損失は147百万円、経常損失は203百万円、四半期純

損失は169百万円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期における総資産は33,225百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,231百万円増加いたしました。

これは主に新規出店及び年末用商材確保によるたな卸資産の増加によるものです。 

 負債合計は31,575百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,421百万円増加いたしました。これは主に買掛金の

増加及び、短期借入金の増加によるものです。 

 純資産は1,649百万円となり、前連結会計年度末に比べ189百万円減少いたしました。これは主に当期純損失の計

上により利益剰余金が減少したことによるものです。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は以下の各キャッシュフロー

の状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて208百万円増加し1,164百万円となりました。  

 当第１四半期会計期間における「営業キャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前当期純損失が249百万円、た

な卸資産の増加額911百万円、仕入債務の増加額2,412百万円、売上債権の増加額226百万円等の要因により得られ

た資金は1,001百万円となりました。  

 「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22百万円、保証金の差入51百

万円、保証金の返還116百万円等で得られた資金は81百万円になりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の返済による支出1,882百万円、長期借入金の借入

れによる収入2,200百万円、長期借入金の返済による支出1,411百万円、社債の発行による収入394百万円、社債の

償還による支出150百万円等の要因により使用しました資金は873百万円となりました。  

  

  

平成20年10月17日に発表しました、平成20年8月期決算短信に記載の業績予想に変更はありません。  

なお、現在中期計画を見直ししており、修正の必要が生じた場合には適時かつ適切に開示してまいります。  

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、合理的な方法により算出

しております。 

  

（３）四半期連結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  

・会計処理基準に関する事項の変更  

１．四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

 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１四半期連結会計期間より「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。この変更による損益への影響はありま

せん。  

３．リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号(平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が平成

20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。この変更による損益へ

の影響はありません。 

４．その他 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,468,121 1,290,365 

受取手形及び売掛金 2,750,972 2,524,716 

商品 15,015,058 14,101,813 

貯蔵品 16,075 17,359 

繰延税金資産 53,670 101,758 

その他 1,071,479 1,034,128 

貸倒引当金 △20,000 － 

流動資産合計 20,355,377 19,070,141 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,622,607 1,672,798 

土地 2,773,456 2,773,456 

その他（純額） 263,189 253,267 

有形固定資産合計 4,659,254 4,699,523 

無形固定資産   

のれん 277,234 291,825 

その他 72,111 76,872 

無形固定資産合計 349,345 368,698 

投資その他の資産   

投資有価証券 257,088 290,204 

長期貸付金 874,895 886,329 

差入保証金 5,776,443 5,879,132 

繰延税金資産 909,223 758,064 

その他 237,868 231,211 

貸倒引当金 △199,278 △199,278 

投資その他の資産合計 7,856,241 7,845,663 

固定資産合計 12,864,841 12,913,885 

繰延資産 4,979 － 

資産合計 33,225,198 31,984,026 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,394,125 10,981,510 

短期借入金 9,698,283 10,982,842 

1年内償還予定の社債 282,000 300,000 

賞与引当金 62,300 26,600 

その他 603,401 752,270 

流動負債合計 24,040,110 23,043,223 

固定負債   

社債 268,000 － 

長期借入金 5,779,562 5,588,860 

退職給付引当金 868,908 870,170 

繰延税金負債 212,773 213,182 

その他 406,244 429,494 

固定負債合計 7,535,488 7,101,707 

負債合計 31,575,598 30,144,930 

純資産の部   

株主資本   

資本金 889,250 889,250 

資本剰余金 1,930,500 1,930,500 

利益剰余金 △1,242,155 △1,072,398 

自己株式 △18,142 △18,142 

株主資本合計 1,559,451 1,729,208 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,210 △15,175 

評価・換算差額等合計 △35,210 △15,175 

新株予約権 2,112 67 

少数株主持分 123,246 124,994 

純資産合計 1,649,599 1,839,095 

負債純資産合計 33,225,198 31,984,026 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 12,251,150 

売上原価 9,410,109 

売上総利益 2,841,040 

販売費及び一般管理費 2,988,152 

営業損失（△） △147,111 

営業外収益  

受取利息 8,848 

受取配当金 175 

受取手数料 12,808 

受取家賃 14,942 

情報提供料収入 16,671 

その他 4,749 

営業外収益合計 58,195 

営業外費用  

支払利息 101,202 

その他 13,258 

営業外費用合計 114,461 

経常損失（△） △203,377 

特別損失  

固定資産除却損 15,679 

賃貸借契約解約損 10,080 

減損損失 19,984 

特別損失合計 45,744 

税金等調整前四半期純損失（△） △249,121 

法人税、住民税及び事業税 12,782 

法人税等調整額 △90,399 

法人税等合計 △77,616 

少数株主損失（△） △1,748 

四半期純損失（△） △169,756 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △249,121 

有形固定資産償却費 63,107 

無形固定資産償却費 18,915 

減損損失 19,984 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,000 

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,700 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,262 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,586 

受取利息及び受取配当金 △9,023 

支払利息 101,202 

社債発行費償却 452 

有形固定資産除却損 6,744 

売上債権の増減額（△は増加） △226,256 

たな卸資産の増減額（△は増加） △911,960 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,412,615 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △53,064 

その他 △96,005 

小計 1,130,442 

利息及び配当金の受取額 8,479 

利息の支払額 △100,031 

法人税等の支払額 △37,520 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,001,369 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 31,000 

有形固定資産の取得による支出 △22,683 

短期貸付金の増減額（△は増加） 750 

長期貸付金の回収による収入 11,434 

長期前払費用の取得による支出 △3,112 

差入保証金の差入による支出 △51,914 

差入保証金の回収による収入 116,276 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △474 

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,275 
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

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） △1,882,499 

割賦債務の返済による支出 △24,599 

長期借入れによる収入 2,200,000 

長期借入金の返済による支出 △1,411,358 

社債の発行による収入 394,567 

社債の償還による支出 △150,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △873,888 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 208,756 

現金及び現金同等物の期首残高 955,683 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,164,440 
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  当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

［事業の種類別セグメント情報］  

 当第１四半期連結会計期間における書籍・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。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

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。 

  

［海外売上高］ 

海外売上高はないため該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

（６）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。  
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

 科目 

前年同四半期 

（平成20年８月期 

 第１四半期）  

 金額（千円） 

 Ⅰ 売上高 

 Ⅱ 売上原価 

  

  

12,676,571

9,677,381

   売上総利益 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 

  

  

2,999,190

2,972,321

   営業利益 

 Ⅳ 営業外収益 

 Ⅴ 営業外費用 

  

  

  

26,868

80,400

121,534

   経常損失（△） 

 Ⅵ 特別利益 

 Ⅶ 特別損失 

  

 － 

  

△14,265

4,593

   税金等調整前四半期（当期）純損失（△） 

   税金費用 

   少数株主損失（△） 

  

  

  

△18,858

37,055

△87

   四半期（当期）純損失（△）   △55,826
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