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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10月31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 ％

22年1月期第3四半期 63,979 ― △1,167 ― △1,396 ― △1,573 ―

21年1月期第3四半期 69,301 △3.9 △1,003 ― △951 ― △1,048 ―

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1月期第3四半期 △10.15 ―

21年1月期第3四半期 △9.09 ―

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1月期第3四半期 39,649 11,105 28.0 25.00
21年1月期 47,218 12,513 26.5 34.20

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  11,105百万円 21年1月期  12,513百万円

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  

２．上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（優先株式）の配当の状況について
は、３ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年1月期 ― 0.00 ―

22年1月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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  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 91,500 △5.6 50 △79.0 △250 ― △300 ― △3.32
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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  有  
（注）詳細は、５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) 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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 

・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。なお、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の
四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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） 22年1月期第3四半期 176,403,360株 21年1月期  176,403,360株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  380,383株 21年1月期  362,485株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 176,029,315株 21年1月期第3四半期 137,113,992株
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「連結経営成績(会計期間)（平成21年８月１日～平成21年10月31日）」 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

  

「種類株式の配当の状況」 
 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株あたり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで
す。 

 
(注) １．平成20年４月25日開催の定時株主総会特別決議により、第１回Ｆ種優先株式、第１回Ｇ種優先株式及び第１

回Ｈ種優先株式を取得し、これを会社法第178条に基づき消却しております。 

２．20年１月期及び21年１月期は優先配当を行っていないため、20年１月期及び21年１月期の１株当たり配当金

は、累積条項に基づき、22年１月期の１株当たり配当金（予想）に累積して記載しております。 

  

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１月期第３四半期 16,460 ─ △1,126 ─ △1,196 ─ △1,221 ─

21年１月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

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１月期第３四半期 △7 34 ─
21年１月期第３四半期 ─ ─

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

21年１月期

第１回Ａ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｂ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｃ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｄ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｆ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｇ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

第１回Ｈ種優先株式 ─ ─ ─ 0 00 0 00

22年１月期

第１回Ａ種優先株式 ─ ─ ─

第１回Ｂ種優先株式 ─ ─ ─

第１回Ｃ種優先株式 ─ ─ ─

第１回Ｄ種優先株式 ─ ─ ─

22年１月期(予想)

第１回Ａ種優先株式 17,329 95 17,329 95

第１回Ｂ種優先株式 17,329 95 17,329 95

第１回Ｃ種優先株式 17,329 95 17,329 95

第１回Ｄ種優先株式 17,329 95 17,329 95
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当第３四半期連結累計期間（平成21年２月1日～平成21年10月31日）のわが国経済は、景気の底打ち感
は一部で見られるものの、企業業績や雇用情勢が大きく回復する兆しが見えず、経済情勢の不透明感から
消費者の生活防衛意識は依然として高く、節約志向の消費行動が続く厳しい状況となりました。 
また当社は、平成21年９月29日に株式会社図書館流通センター（以下「ＴＲＣ」といいます。）と平成

22年２月１日を期して、共同株式移転の方法により共同持株会社『ＣＨＩグループ株式会社』を設立して
経営統合すること、そして、株式会社ジュンク堂書店（以下「ジュンク堂」といいます。）及び大日本印
刷株式会社（以下「ＤＮＰ」といいます。）との三社による業務提携を発表いたしました。ＤＮＰ・ＴＲ
Ｃ・ジュンク堂と当社は、教育・出版流通事業において、相互に連携を図りながら、業界全体の課題解決
に積極的に取り組み、業界の活性化をリードしていくことに取り組んできました。この取組みを推進する
ためには、ＴＲＣが持つＩＴ、物流システム、販売手法に関する高度なノウハウと当社が持つブランド
力、顧客基盤や多方面に亘る「知」とのかかわりを同一の経営体制のもとで共有・融合して発展させるこ
とが有効と判断し、当社とＴＲＣが共同で持株会社を設立して経営統合することといたしました。 
このような環境の下、当社グループの主力事業である教育・学術事業におきましては、ＤＮＰとの協業

体制によるソリューション事業の定着化と、既存事業の図書館アウトソーシング事業の受託館数の増加に
より、前年同期を上回る収益を確保いたしました。また業績の明確化・収益力向上を目的に、８月より書
籍・雑誌販売を核とする「学術情報ソリューション事業部」、工事・ソリューションを提供する「教育・
環境ソリューション事業部」、大学売店を運営する「キャンパスサービス事業部」、図書館の業務を受託
する「図書館アウトソーシング事業部」の４事業部に組織改編いたしました。 
店舗事業におきましては、今年６月に当社創立140周年記念商品として限定万年筆『檸檬』を発売し、

10月には松岡正剛氏の協力のもと、「知とは何か」「人と本のかかわり」をテーマにした『松丸本舗』を
丸の内本店内に開店いたしました。しかしながら、当事業を取り巻く環境は厳しく、新型インフルエンザ
の流行が消費マインドを引き下げることとなり、業績は非常に厳しい結果となりました。 
店舗内装事業におきましては、店舗改装・メンテナンス提案をはじめ、きめ細かな営業と原価改善、経

費削減をおこなってまいりました。また出版事業におきましては、書店が低迷する中、需要に合った配本
体制に取り組み、返品率の減少に努めてまいりました。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は639億79百万円、営業損失は11億67百万円となりま

した。また為替差損82百万円を営業外費用に計上したことなどから、経常損失は13億96百万円となりまし
た。さらに、「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用に伴い、たな卸資産評価損１億円を特別損失に計
上したことなどから、四半期純損失は15億73百万円となりました。 

  
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は前連結会計年度末と比較して75億68百万円減少し、
396億49百万円となりました。主な要因は現金及び預金の減少19億95百万円、受取手形及び売掛金の減
少53億54百万円、たな卸資産の減少24億33百万円、投資有価証券の増加15億９百万円によるものであり
ます。また負債の部は支払手形及び買掛金の減少35億68百万円、短期借入金の減少20億円等により前連
結会計年度末と比較して61億61百万円減少し、285億43百万円となりました。純資産は四半期純損失の
計上等により、前連結会計年度末と比較して14億７百万円減少し、111億５百万円となりました。 
  

当第３四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。）の残高は48 
億52百万円（前連結会計年度末68億61百万円）となり前連結会計年度末と比較して20億８百万円の減少
となりました。 
当第３四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。 

営業活動により獲得した資金は、23億57百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、たな
卸資産の減少、税金等調整前四半期純損失の計上及び仕入債務の減少等によるものであります。 

投資活動により使用した資金は、24億61百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得に
よる支出、投資有価証券の取得による支出によるものであります。 

財務活動により使用した資金は、20億１百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少によ
るものであります。 

  
  

・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
(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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近の業績の動向を踏まえ、平成21年３月24日に公表した平成22年１月期における業績予想を修正いた
しました。詳細につきましては、本日（平成21年12月８日）公表の「平成22年１月期 通期業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
なお、通期配当見通しにつきましては、平成21年３月24日に発表した内容から変更はありません。 

  
  
  

該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会
計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。 
  

該当事項はありません。 
  

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する
会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法か
ら原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。また、本会計基準を期首在
庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる変更差額を「たな卸資産評価損」として特別損
失に１億円計上しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が20百万円

増加し、営業損失、経常損失が、それぞれ20百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が79百万円増
加しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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．簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
①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。なお、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50
号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成
しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,886 6,881

受取手形及び売掛金 8,394 13,749

たな卸資産 － 16,128

商品及び製品 13,024 －

原材料及び貯蔵品 15 －

仕掛品 655 －

その他 1,034 1,081

貸倒引当金 △78 △122

流動資産合計 27,932 37,719

固定資産   

有形固定資産 3,356 3,314

無形固定資産 1,849 1,156

投資その他の資産   

その他 9,168 7,702

貸倒引当金 △2,656 △2,675

投資その他の資産合計 6,511 5,027

固定資産合計 11,717 9,499

資産合計 39,649 47,218

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,785 13,354

短期借入金 12,000 14,000

未払法人税等 119 143

賞与引当金 244 103

返品調整引当金 49 124

ポイント引当金 226 256

その他 2,518 3,159

流動負債合計 24,945 31,141

固定負債   

退職給付引当金 2,913 2,762

役員退職慰労引当金 7 4

その他 678 796

固定負債合計 3,598 3,563

負債合計 28,543 34,705
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,821 5,821

資本剰余金 4,321 4,321

利益剰余金 931 2,331

自己株式 △72 △71

株主資本合計 11,001 12,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102 110

繰延ヘッジ損益 1 －

評価・換算差額等合計 104 110

純資産合計 11,105 12,513

負債純資産合計 39,649 47,218
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 63,979

売上原価 48,920

売上総利益 15,058

販売費及び一般管理費 16,225

営業損失（△） △1,167

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 15

持分法による投資利益 65

デリバティブ評価益 1

その他 74

営業外収益合計 157

営業外費用  

支払利息 191

為替差損 82

支払手数料 86

その他 25

営業外費用合計 386

経常損失（△） △1,396

特別利益  

固定資産売却益 10

貸倒引当金戻入額 49

ポイント引当金戻入額 4

特別利益合計 63

特別損失  

減損損失 39

固定資産除却損 11

貸倒引当金繰入額 3

たな卸資産評価損 100

特別損失合計 154

税金等調整前四半期純損失（△） △1,486

法人税、住民税及び事業税 87

法人税等調整額 △0

法人税等合計 86

四半期純損失（△） △1,573
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 16,460

売上原価 12,330

売上総利益 4,130

販売費及び一般管理費 5,256

営業損失（△） △1,126

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 0

持分法による投資利益 47

為替差益 5

その他 20

営業外収益合計 74

営業外費用  

支払利息 108

デリバティブ評価損 0

支払手数料 31

その他 3

営業外費用合計 143

経常損失（△） △1,196

特別利益  

固定資産売却益 5

貸倒引当金戻入額 13

特別利益合計 18

特別損失  

減損損失 8

固定資産除却損 2

貸倒引当金繰入額 3

特別損失合計 14

税金等調整前四半期純損失（△） △1,192

法人税、住民税及び事業税 29

法人税等調整額 △0

法人税等合計 29

四半期純損失（△） △1,221

丸善㈱（8236）　平成22年１月期　第３四半期決算短信

－9－



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31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（△） △1,486

減価償却費 366

減損損失 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △67

賞与引当金の増減額（△は減少） 140

受取利息及び受取配当金 △16

支払利息 191

持分法による投資損益（△は益） △65

有形固定資産売却損益（△は益） △10

有形固定資産除却損 7

投資有価証券売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 5,371

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,446

その他の流動資産の増減額（△は増加） 56

仕入債務の増減額（△は減少） △3,574

未払消費税等の増減額（△は減少） △256

その他の流動負債の増減額（△は減少） △305

その他 △83

小計 2,751

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △319

法人税等の支払額 △92

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,357

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 △133

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △997

投資有価証券の取得による支出 △1,338

投資有価証券の売却による収入 0

敷金及び保証金の差入による支出 △232

敷金及び保証金の回収による収入 238

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,461

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） △2,000

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,106

現金及び現金同等物の期首残高 6,861

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 97

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,852
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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。 
  

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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年２月１日
至 平成20年10月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 69,301 100.0

Ⅱ 売上原価 53,264 76.9

   売上総利益 16,037 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 17,040 24.5

   営業損失（△） △1,003 △1.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4

 ２ 受取配当金 11

 ３ 為替差益 320

 ４ デリバティブ評価益 21

 ５ 持分法による投資利益 25

 ６ その他 72 455 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 317

 ２ その他 87 404 0.6

   経常損失（△） △951 △1.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 0

 ２ その他 5 5 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 7

 ２ 減損損失 6

 ３ 店舗撤退損 28

 ４ その他 0 41 0.0

   税金等調整前 
   四半期純損失（△）

△988 △1.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

59

   法人税等調整額 ─ 59 0.1

   四半期純損失（△） △1,048 △1.5
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