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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21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 ％

22年8月期第1四半期 10,543 △13.9 57 ― 40 ― △4 ―
21年8月期第1四半期 12,251 ― △147 ― △203 ― △169 ―

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8月期第1四半期 △0.71 ―
21年8月期第1四半期 △21.52 ―

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8月期第1四半期 30,557 1,295 3.9 52.82
21年8月期 29,723 1,295 4.0 53.02

（参考） 自己資本  22年8月期第1四半期  1,183百万円 21年8月期  1,183百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22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 21,000 △14.6 230 ― 200 ― 70 ― 7.84

通期 40,700 △12.1 400 930.6 330 ― 150 ― 17.21
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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、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） 

(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、本資料発表日現在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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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8月期第1四半期 9,004,715株 21年8月期 9,004,715株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期 27,615株 21年8月期 27,615株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 8,977,100株 21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、世界的な金融危機の影響や、雇用情勢の一層の悪化により

依然として厳しい状況にあります。 

 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、店舗管理・運営体制につきまして、より効率的な運

営体制を構築することにより経費の圧縮を実現してまいりました。  

 当社グループの当第１四半期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。新規出

店は、直営店２店舗、ＦＣ店１店舗を出店したものの、直営店３店舗を閉店いたしました。また、魅力ある品揃

え、顧客満足度の向上を図るため、提携しております株式会社ゲオとの共同運営店舗を５店舗改装導入し、株式会

社ゲオのＤＶＤレンタル及びゲームビジネスの強みと当社の書店としての強みを相互利用した既存店の活性化を行

いました。 

 以上の結果、売上高は10,543百万円（前年同四半期比13.9％減）となり、営業利益は57百万円（前年同四半期は

営業損失147百万円）、経常利益は40百万円（前年同四半期は経常損失203百万円）、四半期純損失は4百万円（前

年同四半期は四半期純損失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１四半期連結会計期間末における総資産は30,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ834百万円増加い

たしました。これは主に現金及び預金の増加282百万円と、棚卸資産の増加927百万円、差入保証金の減少108百万

円によるものです。 

 負債は29,262百万円となり、前連結会計年度末に比べ834百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買

掛金の増加603百万円と、短期借入金の増加1,141百万円、長期借入金の減少657百万円によるものです。 

 純資産は1,295百万円となり、前連結会計年度末に比べ０百万円増加いたしました。これは主にその他有価証券

評価差額金の増加４百万円及び四半期純損失４百万円の計上によるものです。 

      

  

（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322百万円増加し2,641百万円となりました。  

 当第１四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利益が20百万円、たな卸資産の増加額926百万円、仕

入債務の増加額603百万円等の要因により使用しました資金は283百万円となりました。  

 「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32百万円、保証金の差入51百

万円、保証金の返還242百万円等で得られた資金は208百万円になりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の借入による収入1,633百万円、長期借入金の借入

金の返済による支出1,148百万円、社債の償還による支出66百万円等の要因により得られた資金は398百万円となり

ました。    

  

   

  平成21年10月14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。   

   

該当事項はありません。  

  

  

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、実施たな卸を省略し、合理的な方法により算出

しております。  

   

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

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
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    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
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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21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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,018,658 2,735,685 

受取手形及び売掛金 2,792,848 2,836,112 

商品 13,167,125 12,239,749 

貯蔵品 10,598 11,162 

繰延税金資産 77,549 87,913 

その他 843,167 1,027,696 

流動資産合計 19,909,948 18,938,320 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,274,917 1,282,445 

土地 2,773,456 2,773,456 

その他（純額） 288,333 259,627 

有形固定資産合計 4,336,708 4,315,530 

無形固定資産   

のれん 218,869 233,460 

その他 66,520 70,432 

無形固定資産合計 285,389 303,893 

投資その他の資産   

投資有価証券 275,167 268,651 

長期貸付金 879,458 891,551 

差入保証金 4,373,089 4,481,526 

繰延税金資産 555,170 568,349 

その他 156,278 168,480 

貸倒引当金 △219,278 △219,278 

投資その他の資産合計 6,019,886 6,159,281 

固定資産合計 10,641,984 10,778,705 

繰延資産 6,063 6,865 

資産合計 30,557,997 29,723,890 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,489,168 11,885,475 

短期借入金 12,323,862 11,182,042 

1年内償還予定の社債 132,000 132,000 

その他 403,894 582,776 

流動負債合計 25,348,925 23,782,294 

固定負債   

社債 136,000 202,000 

長期借入金 2,446,042 3,103,116 

退職給付引当金 709,651 710,689 

繰延税金負債 212,773 212,773 

その他 408,752 417,213 

固定負債合計 3,913,218 4,645,791 

負債合計 29,262,144 28,428,085 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,435,538 1,435,538 

資本剰余金 2,476,788 2,476,788 

利益剰余金 △2,686,806 △2,682,468 

自己株式 △18,142 △18,142 

株主資本合計 1,207,376 1,211,714 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,648 △28,214 

評価・換算差額等合計 △23,648 △28,214 

新株予約権 10,315 8,270 

少数株主持分 101,808 104,034 

純資産合計 1,295,853 1,295,805 

負債純資産合計 30,557,997 29,723,890 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 12,251,150 10,543,175 

売上原価 9,410,109 8,119,888 

売上総利益 2,841,040 2,423,286 

販売費及び一般管理費 2,988,152 2,365,916 

営業利益又は営業損失（△） △147,111 57,369 

営業外収益   

受取利息 8,848 8,830 

受取配当金 175 175 

受取手数料 12,808 15,637 

受取家賃 14,942 19,404 

情報提供料収入 16,671 15,410 

その他 4,749 15,426 

営業外収益合計 58,195 74,883 

営業外費用   

支払利息 101,202 82,068 

その他 13,258 9,568 

営業外費用合計 114,461 91,636 

経常利益又は経常損失（△） △203,377 40,616 

特別損失   

固定資産除却損 15,679 5,852 

賃貸借契約解約損 10,080 13,334 

投資有価証券評価損 － 1,031 

減損損失 19,984 － 

その他 － 358 

特別損失合計 45,744 20,575 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△249,121 20,040 

法人税、住民税及び事業税 12,782 6,042 

法人税等調整額 △90,399 20,561 

法人税等合計 △77,616 26,604 

少数株主損失（△） △1,748 △2,225 

四半期純損失（△） △169,756 △4,337 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△249,121 20,040 

有形固定資産償却費 63,107 56,109 

無形固定資産償却費 18,915 19,284 

減損損失 19,984 － 

賃貸借契約解約損 － 15,268 

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 △1,037 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,586 △3,259 

受取利息及び受取配当金 △9,023 △9,005 

支払利息 101,202 82,068 

新株発行費償却 － 347 

社債発行費償却 452 453 

有形固定資産除却損 6,744 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,031 

売上債権の増減額（△は増加） △226,256 43,263 

たな卸資産の増減額（△は増加） △911,960 △926,812 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,412,615 603,692 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △53,064 △103,064 

その他 △96,005 18,996 

小計 1,130,442 △182,622 

利息及び配当金の受取額 8,479 9,114 

利息の支払額 △100,031 △93,840 

法人税等の支払額 △37,520 △16,471 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,001,369 △283,820 

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 － △465,000 

定期預金の払戻による収入 31,000 505,000 

有形固定資産の取得による支出 △22,683 △31,620 

無形固定資産の取得による支出 － △780 

短期貸付金の純増減額（△は増加） 750 502 

長期貸付金の回収による収入 11,434 11,100 

長期前払費用の取得による支出 △3,112 △1,175 

差入保証金の差入による支出 △51,914 △51,865 

差入保証金の回収による収入 116,276 242,500 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △474 △422 

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,275 208,239 
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21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 1,633,549 

割賦債務の返済による支出 △24,599 △19,771 

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 △1,148,803 

社債の発行による収入 394,567 － 

社債の償還による支出 △150,000 △66,000 

その他の支出 － △420 

財務活動によるキャッシュ・フロー △873,888 398,554 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 208,756 322,973 

現金及び現金同等物の期首残高 955,683 2,318,877 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,164,440 2,641,850 
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 該当事項はありません。 

  

 当四半期連結累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。  

  

  

 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。  

  

   

  海外売上高はないため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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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－10－


	サマリー情報.pdf
	定性的情報
	09584169_株式会社文教堂グループホールディングス_第１
	注記



