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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 13,521 △3.3 28 △47.1 10 △18.7 △8 ―

21年3月期第2四半期 13,979 ― 54 ― 13 ― △48 ―

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

22年3月期第2四半期 △3.43 ―

21年3月期第2四半期 △20.26 ―

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

22年3月期第2四半期 17,168 2,318 13.4 962.05
21年3月期 17,873 2,325 13.0 966.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,308百万円 21年3月期  2,320百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00

22年3月期 ― 8.00

22年3月期 
（予想）

― 9.00 17.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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 27,900 △2.1 500 △6.0 450 △2.3 150 △11.2 62.50
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 2,400,000株 21年3月期  2,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  160株 21年3月期  63株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 2,399,883株 21年3月期第2四半期 2,399,937株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に 
関する定性的情報をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が持ち直しつつあることから、一部には景気の底打ち感

が見られますが、一方で、失業率は過去最悪を記録するなど、先行きは依然として不透明なままであります。雇用情

勢の悪化を背景に、消費者の生活防衛意識は高まっており、個人消費は冷え込んだまま推移しております。 

書店業界を巡る環境といたしましては、書籍・雑誌の合計販売金額は平成20年まで４年連続で前年を下回っており

ましたが、平成21年上半期（１～６月）も前年比4.0％の減少（出版科学研究所）と厳しい状況が続いております。 

このような状況のなかで、当社は、当第２四半期においては、新規出店は移転増床による大ぐち店（愛知県丹羽郡

大口町）の１店舗を出店しました。そのほか、厳しい消費需要のなかでも一層の販売促進を図るために、既存店の営

業力強化に取り組みました。 

具体的な内容といたしましては、ふるほんタウン（中古本の販売と買取）の導入を柱とする改装を、４月に各務原

店（岐阜県各務原市）、６月に長浜店（滋賀県長浜市）、９月に西尾店（愛知県西尾市）で実施したほか、レンタル

コミックを大ぐち店を含めて51店舗に導入し、レンタル部門併設店舗のほぼ全店への導入を終了しました。また、キ

ッズタウン（駄菓子・玩具の販売）を新たに９店舗に導入し、導入店舗数を前期末の３店舗から12店舗に拡大してお

ります。 

当第２四半期においては、厳しい業界環境を受け、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となり、新

規事業の導入などにより収益構造の改善を図ったものの、営業利益は 百万円（同 ％減少）、経常利益は 百万

円（同 ％減）となりました。四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純損失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、雑誌の読者離れが続く一方で、書籍でも、５月に発売された村上春樹の「１Ｑ８４」（新潮社）

以外にはヒット作に乏しく厳しい状況で推移しました。そうしたなかでも、話題作作家のピックアップコーナー、

メディア関連商品、季節商品などの仕掛け販売など提案型の売場作りを行い、積極的にアピールを行いました。 

この結果、書店部門の売上高は84億15百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

（文具部門） 

文具部門では、ドット入り罫線ノート（東大ノート）などのノート類を中心とした学用品や季節商品などが好調

に推移しました。また、雑貨系商材の取扱いを増やしつつ、当事業年度よりキッズタウン商材（駄菓子、玩具）と

組み合わせた部門構成とすることにより拡販を図ってまいりました。 

この結果、文具部門の売上高は6億33百万円（同 ％増）となりました。 

（セルＡＶ部門） 

セルＡＶ部門では、市場規模の縮小が続くなかで、昨年にビッグタイトルが発売された反動もあり、厳しい状況

で推移しました。そうしたなかで、話題作コーナーや中高年向けのフェアコーナーなどで提案型売場を展開し拡販

を行ったほか、７月に発売されたＤＶＤ「崖の上のポニョ」では、店頭で積極的なプロモーション活動を実施する

などし、事前予約の獲得につなげました。 

この結果、セルＡＶ部門の売上高は12億円（同 ％減）となりました。 

（ＴＶゲーム部門） 

ＴＶゲーム部門では、中古ゲーム分野においてはタイトル不足から伸び悩みが見られました。新品ゲーム分野で

も、「ドラゴンクエストⅨ」などの話題作はあったものの全体ではタイトル不足ではありましたが、既存店の在庫

強化策などが功を奏し全体では売り伸ばすことができました。 

この結果、ＴＶゲーム部門の売上高は4億40百万円（同 ％増）となりました。 

（レンタル部門） 

レンタル部門では、市場規模縮小の影響などからオーディオ分野が伸び悩むなか、競合他社との低価格競争激化

および大作不足などからビジュアル分野でも厳しい状況が続きました。そうしたなか、保証金無料店舗の拡大やケ

ータイ会員への販促活動などを実施したほか、前事業年度から開始したレンタルコミックを51店舗へ導入し、当第

２四半期末における導入店舗数は73店舗まで拡大いたしました。 

この結果、レンタル部門の売上高は27億3百万円（同 ％増）となりました。 

（その他） 

中古本は、導入店舗を拡大し、前事業年度末の２店舗から６店舗といたしました。同時に、買取専門コーナーの

導入店舗は同じく３店舗から13店舗へと拡大しております。 

この結果、その他の売上高は、自動販売機収入、受取手数料、賃貸収入と合わせて1億28百万円（同 ％増）

となりました。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

135億21 3.3

28 47.1 10

18.7 8

3.7

8.6

17.6

6.7

0.1

43.3
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①当第２四半期会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 億 百万円減少して、 百万円となりま

した。 

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

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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、前事業年度末に比べ

百万円減少し、 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） 

営業活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は8億36百万円の獲得）となりました。これは主

に、仕入債務の減少が 百万円であったこと、減価償却費が 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 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出が 百万円であったこと、有価証券の償還による収入が 円であったことなどによる

ものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は 百万円（前年同四半期は5億17百万円の使用）となりました。これは主に長

期借入れによる収入が 円であったこと、長期借入金の返済による支出が 百万円であったことなどによる

ものです。 

  

当第２四半期における業績の動向を勘案し、平成21年５月15日の決算短信で公表いたしました通期業績予想を修正

しております。詳細につきましては、平成21年11月13日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、配当予想につきましては、変更はありません。  

平成21年５月15日の決算短信で公表いた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。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

２．財政状態に関する定性的情報

7 5 171億68

7 23億18 13.4

3億72

12億70

2億44

6億27 3億61

1億87 79.3

2億44 1億

59

5億 4億19

３．業績予想に関する定性的情報

  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）  28,500  550  500  180  75 00 

今回修正予想（Ｂ）  27,900  500  450  150  62  50

増減額（Ｂ－Ａ）  △600  △50  △50  △30 －   

増減率（％）  △2.1  △9.1  △10.0  △16.7 －   

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期）  
 28,497  531  460  168 70 41 

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

（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

㈱三洋堂書店（3058）  平成22年３月期  第２四半期決算短信（非連結）

- 4 -



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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,248,838 1,539,700

売掛金 54,685 62,445

有価証券 － 146,863

商品 5,416,556 5,727,194

貯蔵品 58,009 30,632

その他 371,010 338,589

流動資産合計 7,149,101 7,845,424

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,733,623 3,848,416

土地 2,682,690 2,558,423

その他（純額） 944,681 1,025,654

有形固定資産合計 7,360,995 7,432,495

無形固定資産 517,476 482,364

投資その他の資産 2,140,604 2,112,957

固定資産合計 10,019,076 10,027,817

資産合計 17,168,178 17,873,242
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,102,685 9,730,099

1年内返済予定の長期借入金 807,072 793,680

未払法人税等 71,633 266,240

賞与引当金 115,591 93,500

ポイント引当金 12,700 －

その他 440,412 448,885

流動負債合計 10,550,094 11,332,405

固定負債   

長期借入金 3,901,050 3,833,580

退職給付引当金 374,032 356,963

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,300,047 4,215,507

負債合計 14,850,141 15,547,913

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 957,690 987,529

自己株式 △165 △60

株主資本合計 2,271,658 2,301,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,102 18,425

評価・換算差額等合計 37,102 18,425

新株予約権 9,275 5,300

純資産合計 2,318,036 2,325,328

負債純資産合計 17,168,178 17,873,242
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（２）四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 13,979,042 13,521,703

売上原価 9,953,610 9,510,118

売上総利益 4,025,431 4,011,584

販売費及び一般管理費 3,971,370 3,982,973

営業利益 54,061 28,611

営業外収益   

受取利息 3,141 3,302

受取配当金 1,420 1,912

受取保険金 2,903 14,667

その他 3,552 6,036

営業外収益合計 11,018 25,917

営業外費用   

支払利息 45,304 41,627

その他 6,674 2,251

営業外費用合計 51,978 43,878

経常利益 13,101 10,650

特別利益   

固定資産売却益 26 －

賞与引当金戻入額 22,747 22,900

特別利益合計 22,773 22,900

特別損失   

固定資産除却損 6,315 4,016

減損損失 70,869 1,748

その他 3,179 －

特別損失合計 80,363 5,765

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △44,488 27,784

法人税、住民税及び事業税 58,047 60,042

法人税等調整額 △53,919 △24,017

法人税等合計 4,127 36,024

四半期純損失（△） △48,616 △8,239
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△44,488 27,784

減価償却費 385,762 361,370

減損損失 70,869 1,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） 953 6,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,507 22,091

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,665 17,069

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 12,700

受取利息及び受取配当金 △4,562 △5,214

支払利息 45,304 41,627

固定資産売却損益（△は益） △26 －

固定資産除却損 6,315 4,016

売上債権の増減額（△は増加） 7,571 7,759

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,187 283,259

仕入債務の増減額（△は減少） 422,244 △627,414

その他 △28,734 △105,503

小計 958,568 47,796

利息及び配当金の受取額 1,967 2,297

利息の支払額 △44,839 △42,041

法人税等の支払額 △79,084 △252,402

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,613 △244,349

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △771,572 △244,697

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 △5,047

無形固定資産の取得による支出 △97,664 △38,015

投資有価証券の取得による支出 △11,793 －

その他 △22,054 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,900 △187,634

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △498,340 △419,138

自己株式の取得による支出 － △105

配当金の支払額 △19,111 △21,554

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,451 59,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △586,738 △372,781

現金及び現金同等物の期首残高 2,004,988 1,643,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,418,249 1,270,752
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該当事項はありません。 

  

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）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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