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配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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2四半期 24,579 ― △233 ― △336 ― △1,219 ―

20年8月期第2四半期 26,010 △4.7 32 △89.2 △64 ― △424 ―

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2四半期 △154.98 ―

20年8月期第2四半期 △53.85 ―

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2四半期 29,643 1,284 3.9 58.09
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2四半期  1,160百万円 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 ― 0.00

21年8月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率） 

（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

通期 47,350 △7.5 280 213.8 80 ― △1,030 ― △124.10
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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  無  

(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、４ページ『定性的情報・財務諸表』 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。 
 
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。 
 
３．平成21年８月期の連結業績予想に記載の１株当たり当期純利益の計算の基礎となる期中平均株式数につきましては、平成20年３月27日付の第三者
割当増資による増加株式数を反映させ算出しております。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第2四半期 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2四半期 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2四半期 7,887,100株 20年8月期第2四半期 7,887,100株
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  当第２四半期連結累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端を発した  

  世界的な金融市場の混乱、個人消費においても雇用・所得の先行きの不安により消費者の生活防衛意識が高まり、

  個人消費をより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、一段と厳しさを増す経営環境に対応すべく閉店計画

を見直しし、当社グループの収益悪化の大きな要因となっている、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を閉店するとともに、閉店に伴う人員削減及び店舗運営の効率化による適正な人員

規模を検討し、希望退職者の募集を行い人員体制の合理化に着手いたしました。   

 当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は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、さっぽろ駅店

の５店舗を出店したものの、当初計画しておりました平成21年８月期中の不採算店舗の閉店を、当第２四半期連結

累計期間中に前倒しし、直営店23店舗ＦＣ店５店舗を閉店した結果、売上高は24,579百万円となり、利益面に関し

ては不採算店舗の閉店を前倒ししたことによる売上高の減少により営業損失は233百万円、経常損失は336百万円、

四半期純損失は閉店店舗の固定資産除却損245百万円及び賃貸借契約解約損516百万円の計上、希望退職者の募集に

伴う特別退職金52百万円及び減損損失151百万円を計上したことに加え、先行き不透明な経済環境を考慮し繰延税

金資産の一部を取り崩したことにより税金費用が増加し1,219百万円となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況         

   当四半期における総資産は29,643百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,340百万円減少いたしました。これ 

  は主に閉店店舗の商品の返品により、たな卸資産が1,410百万円減少したことによるものであります。 

    負債合計は28,359百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,785百万円減少いたしました。これは主に短期借入

    金の減少及び、長期借入金の減少によるものです。 

   純資産は1,284百万円となり、前連結会計年度末に比べ554百万円減少いたしました。これは主に株式会社トーハ

  ンに対する第三者割当増資による資本金、資本準備金の増加及び四半期純損失の計上によるものです。  

   

（２）キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ

  て146百万円増加し1,101百万円となりました。  

 当第２四半期連結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次のとおりであります。 

  「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1,287百万円、たな卸資産の減少額1,410百万

円、仕入債務の増加額721百万円、売上債権の減少額97百万円等の要因により得られた資金は1,951百万円となりま

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103百万円、保証金の差入65

百万円、保証金の返還248百万円等の要因により得られた資金は50百万円になりました。 

 「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2,300百万円、長期借入金の借入

れによる収入2,500百万円、長期借入金の返済による支出2,901百万円、株式の発行による収入697百万円等の要因

により使用しました資金は1,855百万円となりました。  

  

平成21年４月10日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

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 

  該当事項はありません。 

  

（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軽微で

あります。  

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

の影響は軽微であります。 

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２四半期連結会計期間末 
(平成21年２月28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 1,488,316 1,290,365 

受取手形及び売掛金 2,427,077 2,524,716 

商品 12,693,221 14,101,813 

貯蔵品 15,019 17,359 

繰延税金資産 100,149 101,758 

その他 1,388,667 1,034,128 

貸倒引当金 △20,000 － 

流動資産合計 18,092,451 19,070,141 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,406,962 1,672,798 

土地 2,773,456 2,773,456 

その他（純額） 275,820 253,267 

有形固定資産合計 4,456,239 4,699,523 

無形固定資産   

のれん 262,643 291,825 

その他 72,483 76,872 

無形固定資産合計 335,126 368,698 

投資その他の資産   

投資有価証券 234,734 290,204 

長期貸付金 863,127 886,329 

差入保証金 4,773,475 5,879,132 

繰延税金資産 855,182 758,064 

その他 225,526 231,211 

貸倒引当金 △199,278 △199,278 

投資その他の資産合計 6,752,768 7,845,663 

固定資産合計 11,544,135 12,913,885 

繰延資産 6,954 － 

資産合計 29,643,541 31,984,026 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年２月28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 11,702,595 10,981,510 

短期借入金 8,939,724 10,982,842 

1年内償還予定の社債 232,000 300,000 

賞与引当金 21,200 26,600 

その他 925,668 752,270 

流動負債合計 21,821,188 23,043,223 

固定負債   

社債 268,000 － 

長期借入金 4,929,084 5,588,860 

退職給付引当金 698,396 870,170 

繰延税金負債 212,773 213,182 

その他 429,805 429,494 

固定負債合計 6,538,059 7,101,707 

負債合計 28,359,248 30,144,930 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,239,338 889,250 

資本剰余金 2,280,588 1,930,500 

利益剰余金 △2,292,287 △1,072,398 

自己株式 △18,142 △18,142 

株主資本合計 1,209,496 1,729,208 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48,734 △15,175 

評価・換算差額等合計 △48,734 △15,175 

新株予約権 4,135 67 

少数株主持分 119,396 124,994 

純資産合計 1,284,293 1,839,095 

負債純資産合計 29,643,541 31,984,026 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 24,579,734 

売上原価 18,913,935 

売上総利益 5,665,798 

販売費及び一般管理費 5,899,554 

営業損失（△） △233,755 

営業外収益  

受取利息 15,985 

受取配当金 422 

受取手数料 32,359 

受取家賃 31,020 

情報提供料収入 33,096 

その他 19,363 

営業外収益合計 132,249 

営業外費用  

支払利息 213,902 

新株発行費 221 

その他 21,037 

営業外費用合計 235,160 

経常損失（△） △336,667 

特別利益  

受取補償金 40,000 

その他 575 

特別利益合計 40,575 

特別損失  

固定資産除却損 260,826 

賃貸借契約解約損 526,602 

減損損失 151,676 

その他 52,117 

特別損失合計 991,223 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,287,314 

法人税、住民税及び事業税 12,180 

法人税等調整額 △74,007 

法人税等合計 △61,827 

少数株主損失（△） △5,598 

四半期純損失（△） △1,219,888 
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 12,328,584 

売上原価 9,503,826 

売上総利益 2,824,758 

販売費及び一般管理費 2,911,401 

営業損失（△） △86,643 

営業外収益  

受取利息 7,137 

受取配当金 247 

受取手数料 19,550 

受取家賃 16,078 

情報提供料収入 16,425 

その他 14,614 

営業外収益合計 74,053 

営業外費用  

支払利息 112,699 

新株発行費 221 

その他 7,778 

営業外費用合計 120,699 

経常損失（△） △133,290 

特別利益  

受取補償金 40,000 

その他 575 

特別利益合計 40,575 

特別損失  

固定資産除却損 245,147 

賃貸借契約解約損 516,522 

減損損失 131,691 

その他 52,117 

特別損失合計 945,478 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,038,193 

法人税、住民税及び事業税 △602 

法人税等調整額 16,391 

法人税等合計 15,788 

少数株主損失（△） △3,849 

四半期純損失（△） △1,050,131 

㈱文教堂グループホールディングス　平成21年８月期第２四半期決算短信

－8－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △1,287,314 

有形固定資産償却費 135,640 

無形固定資産償却費 38,129 

減損損失 151,676 

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） △5,400 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,867 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △857 

受取利息及び受取配当金 △16,408 

支払利息 213,902 

新株発行費償却 221 

社債発行費償却 906 

有形固定資産除却損 102,300 

売上債権の増減額（△は増加） 97,638 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,410,932 

仕入債務の増減額（△は減少） 721,085 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 69,890 

その他 576,512 

小計 2,187,987 

利息及び配当金の受取額 16,661 

利息の支払額 △203,208 

法人税等の支払額 △49,681 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,951,758 

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 △82,901 

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 △97,056 

無形固定資産の取得による支出 △6,490 

短期貸付金の回収による収入 1,500 

長期貸付金の回収による収入 23,202 

長期前払費用の取得による支出 △5,129 

差入保証金の差入による支出 △65,782 

差入保証金の回収による収入 248,065 

その他 3,712 

投資活動によるキャッシュ・フロー 50,120 
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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） △2,300,998 

割賦債務の返済による支出 △44,620 

長期借入れによる収入 2,500,000 

長期借入金の返済による支出 △2,901,896 

社債の発行による収入 394,567 

社債の償還による支出 △200,000 

株式の発行による収入 697,525 

その他の支出 △408 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,855,829 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 146,049 

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 1,101,733 
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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。 

  

  当社は、平成20年12月１日付で、株式会社トーハンから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第２四半期連結会計期間において資本金が350,088千円、資本準備金が350,088千円増加し、当第２四半期連結

会計期間末において資本金が1,239,338千円、資本準備金が2,280,588千円となっております。  

（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
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「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

(1）中間連結損益計算書 

    

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    26,010,050 100.0

Ⅱ 売上原価    20,011,141 76.9

売上総利益    5,998,909 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

１．賃借料  1,953,923     

２．給料手当   1,066,436     

３．雑給   924,179     

４．賞与引当金繰入額   40,500     

５．退職給付引当金繰入額   52,808     

６．その他   1,928,195  5,966,044 22.9

営業利益    32,865  0.1

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  21,553     

２．受取配当金  868     

３．受取手数料  45,631     

４．受取家賃  30,946     

５．情報提供料収入  30,441     

６．その他  17,267  146,709  0.6

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  223,563     

２．その他  20,284  243,847  0.9

経常損失    △64,272  △0.2

Ⅵ 特別利益       

１．保険解約返戻金  9,939  9,939  0.0

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損  86,497     

２．投資有価証券評価損  19,999     

３．閉店費用  4,154     

４．役員退職慰労金  280,500     

５．過年度法人事業税修正 
  納付  14,364     

６．減損損失  22,502  428,019  1.6

税金等調整前中間純損
失    △482,352  △1.9

法人税、住民税及び事
業税  46,921     

法人税等調整額  △99,228  △52,307  △0.2

少数株主利益    △5,333  △0.0

中間純損失    △424,712  △1.6
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(2）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19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △482,352

有形固定資産償却額  134,864

無形固定資産償却額  10,490

減損損失   22,502

貸倒引当金の増減額   56,291

賞与引当金の増減額  △20,652

退職給付引当金の増減額  28,404

ポイント引当金の増減額  △772

受取利息及び受取配当金  △22,421

支払利息  223,563

有形固定資産除却損  2,772

投資有価証券評価損  19,999

施設利用権の評価損  1,248

売上債権の増加額（△）   △3,936

たな卸資産の減少又は、増加額（△）  620,890

仕入債務の増加又は、減少額（△）  △748,598

その他流動負債の減少額（△）   174,589

その他  153,343

小計  170,228

利息及び配当金の受取額  22,460

利息の支払額  △231,433

法人税等の還付額  90,945

営業活動によるキャッシュ・フロー  52,201

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  △10,000

定期預金の払戻による収入   25,000

有形固定資産の取得による支出   △38,603

無形固定資産の取得による支出  △13,642

投資有価証券の取得による支出  △442

短期貸付金の純増減額  1,500

長期貸付金の回収による収入  26,202

長期前払費用取得による支出  △2,802

保証金の差入による支出  △115,898

保証金の返還による収入  238,507

投資その他の資産取得による支出  240,684

投資活動によるキャッシュ・フロー  350,505
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前中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

区分 金額（千円） 

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  1,355,600

割賦契約に伴う支払額  △42,753

長期借入れによる収入  2,600,000

長期借入金の返済による支出  △3,263,928

社債の償還による支出  △684,000

配当金の支払額  △78,871

財務活動によるキャッシュ・フロー  △113,952

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  288,754

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,559,749

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,848,503
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〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（平成19年９月１日～平成20年２月29日） 

当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〕 

前中間連結会計期間（平成19年９月１日～平成20年２月29日） 

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〕 

前中間連結会計期間（平成19年９月１日～平成20年２月29日） 

海外売上高はないため該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報
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