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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 20,901 △2.3 285 23.6 252 44.2 81 113.0
21年3月期第3四半期 21,386 ― 231 ― 175 ― 38 ―

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3四半期 34.05 33.89
21年3月期第3四半期 15.99 ―

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3四半期 18,252 2,382 13.0 986.92
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3四半期  2,368百万円 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  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 27,900 △2.1 500 △6.0 450 △2.3 150 △11.2 59.58
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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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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3四半期 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3四半期  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3四半期 2,399,869株 21年3月期第3四半期 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 

１．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。 
２．平成22年３月期通期（予想）の１株当たり当期純利益は、平成22年１月５日払込による第三者割当増資500,000株を含めた予定期中平均株式数 
  2,517,670株により算出しております。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢の悪化が続くなかでデフレが一層進行し、景況感は悪化し

たままで推移しております。 

個人消費が冷え込むなか、書店業界でも、平成21年の出版物の推定販売額は21年ぶりに２兆円を割り込み、書籍・

雑誌の合計販売金額は５年連続して前年を下回っております。（出版科学研究所調べ） 

このような状況のなかで、当社は、既存店舗の営業力強化に重点を置くこととし、新規出店を移転増床による１店

舗（大ぐち店）に抑制する一方で、既存の店舗に対しては、前事業年度より取り扱いを開始したレンタルコミックや

古本（売場名称“ふるほんタウン”）、駄菓子・玩具（同“キッズタウン”）など、新規商材の導入を伴う改装など

の施策を実施してまいりました。 

これにより、レンタルコミックは大ぐち店を含めて51店舗に導入して73店舗となり、レンタル部門併設店舗のほぼ

全店への導入を終了いたしました。また、ふるほんタウンを新たに５店舗へ導入し、導入店舗数を前事業年度末の２

店舗から７店舗へ、キッズタウンは新たに15店舗へ導入し、導入店舗数を前事業年度末の３店舗から18店舗に拡大し

ております。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は、厳しい業界環境のなか 百万円（前年同四半期比 ％減）

となったものの、新規事業の導入などによる収益構造の改善が進み、営業利益は 百万円（同 ％増）、経常

利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）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、女性誌やワンテーマ誌などの売れ行きが好調であった一方で、書籍ではヒット作に乏しく、全体

としては厳しく推移いたしました。そうしたなかでも、メディア化関連商品や季節商品、推薦図書などでフェアコ

ーナーなどによる提案型の売場作りによって拡販を図りました。 

この結果、書店部門の売上高は 億 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、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する一方で、雑貨商品や駄菓子、玩具

などの新規商材の取り扱いを拡大してまいりました。 

この結果、文具部門の売上高は 億円（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厳しい状況のなかで、話題作コーナーや中高年向けのフェアコーナー

など提案型売場を展開し拡販を行いました。新譜話題作については、店頭での積極的なプロモーションによる事前

予約の獲得に努めました。 

この結果、セルＡＶ部門の売上高は 億 百万円（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が、新品ゲーム分野

では話題作の発売にあわせ積極的な予約獲得活動を展開したことなどから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 億 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、６月までにレンタル部門併設店のほぼ全店に導入が完了したレンタルコミックが売上を伸ば

す一方で、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などからビ

ジュアル分野でも厳しい状況が続きました。 

この結果、レンタル部門の売上高は 億 百万円（同 ％減）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７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22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、賃貸収入などと合わせて 億 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

209億1 2.3

2億85 23.6

2億52 44.2 81 113.0

130 44 2.2

10 7.7

19 48 12.7

7 26 5.1

39 84 1.9

1 96 42.3
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①当第３四半期会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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 百万円増加して、 百万円となりま

した。 

流動資産は 億 百万円増加し、 百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が 億 百万円増加した

ことなどによるものです。 

固定資産につきましては、 億 百万円増加し、 百万円となりました。主な要因は、賃借資産の譲り受け

などに伴い有形固定資産が 億 百万円増加したことなどによるものです。 

負債につきましては、 億 百万円増加して 百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が

億 百万円増加したことなどによるものです。 

純資産は、 百万円増加して 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３四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

百万円増加し、当第３四半期会計期間末には 百万円となりました。 

当第３四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） 

営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。これは主に、法人税

等の支払が 百万円であったものの、減価償却費の計上が 百万円であったこと、仕入債務の増加が

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（同 ％減）となりました。これは主に土地の取得と既存店の

改装などに伴う有形固定資産の取得による支出が 百万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） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（同 ％減）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。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表しました業績予想から変更はありません。 

  

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末に係る実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

  

該当事項はありません。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

3 79 182億52

1 81 80億26 1 46

1 98 102億26

1 86

3 22 158億70 3

19

57 23億82 13.0

1億37

17億81

5億83 65.8

4億6 5億48 3億19

2億53 76.6

2億74

1億92 59.3

5億 6億51

３．業績予想に関する定性的情報

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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,686,386 1,539,700

売掛金 77,122 62,445

有価証券 － 146,863

商品 5,852,714 5,727,194

貯蔵品 39,634 30,632

その他 370,833 338,589

流動資産合計 8,026,691 7,845,424

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,715,220 3,848,416

土地 3,019,030 2,558,423

その他（純額） 884,668 1,025,654

有形固定資産合計 7,618,918 7,432,495

無形固定資産 537,403 482,364

投資その他の資産 2,069,808 2,112,957

固定資産合計 10,226,131 10,027,817

資産合計 18,252,823 17,873,242
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 10,049,786 9,730,099

1年内返済予定の長期借入金 823,768 793,680

未払法人税等 3,371 266,240

賞与引当金 32,208 93,500

ポイント引当金 30,560 －

その他 533,025 448,885

流動負債合計 11,472,719 11,332,405

固定負債   

長期借入金 3,987,978 3,833,580

退職給付引当金 384,650 356,963

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,397,593 4,215,507

負債合計 15,870,312 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 1,028,440 987,529

自己株式 △165 △60

株主資本合計 2,342,409 2,301,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,038 18,425

評価・換算差額等合計 26,038 18,425

新株予約権 14,062 5,300

純資産合計 2,382,510 2,325,328

負債純資産合計 18,252,823 17,873,242
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（２）四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 21,386,805 20,901,020

売上原価 15,213,056 14,737,472

売上総利益 6,173,749 6,163,548

販売費及び一般管理費 5,942,705 5,877,992

営業利益 231,043 285,555

営業外収益   

受取利息 4,655 4,839

受取配当金 2,784 5,292

受取保険金 7,218 17,197

その他 4,771 7,161

営業外収益合計 19,429 34,491

営業外費用   

支払利息 67,578 63,451

その他 7,733 3,960

営業外費用合計 75,311 67,412

経常利益 175,161 252,634

特別利益   

固定資産売却益 26 －

貸倒引当金戻入額 － 6,240

賞与引当金戻入額 22,747 22,900

その他 5,092 －

特別利益合計 27,865 29,140

特別損失   

固定資産除却損 7,651 5,199

減損損失 70,869 40,761

その他 3,179 －

特別損失合計 81,700 45,961

税引前四半期純利益 121,327 235,813

法人税、住民税及び事業税 123,241 147,390

法人税等調整額 △40,282 6,713

法人税等合計 82,958 154,103

四半期純利益 38,368 81,709
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 121,327 235,813

減価償却費 595,554 548,334

減損損失 70,869 40,761

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △6,240

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,058 △61,292

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,815 27,687

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 30,560

受取利息及び受取配当金 △7,439 △10,132

支払利息 67,578 63,451

固定資産売却損益（△は益） △26 －

固定資産除却損 7,651 5,199

売上債権の増減額（△は増加） △13,159 △14,676

たな卸資産の増減額（△は増加） △119,566 △134,522

仕入債務の増減額（△は減少） 1,183,304 319,686

その他 28,567 4,274

小計 1,900,416 1,048,905

利息及び配当金の受取額 3,520 5,904

利息の支払額 △68,300 △64,520

法人税等の支払額 △128,406 △406,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,707,230 583,467

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 － 150,000

有形固定資産の取得による支出 △960,355 △274,024

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 △5,006 △5,047

無形固定資産の取得による支出 △108,432 △116,350

投資有価証券の取得による支出 △34,005 －

投資有価証券の売却による収入 24,352 －

その他 △1,290 △8,099

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,084,257 △253,522

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 300,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △734,120 △651,772

自己株式の取得による支出 － △105

配当金の支払額 △37,950 △40,439

財務活動によるキャッシュ・フロー △472,070 △192,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,901 137,628

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 2,155,890 1,781,162
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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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