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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22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 ％

22年5月期第3四半期 27,193 10.8 2,550 13.0 2,588 12.1 1,402 13.7
21年5月期第3四半期 24,544 ― 2,256 ― 2,308 ― 1,233 ―

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5月期第3四半期 36,457.77 ―
21年5月期第3四半期 32,054.79 ―

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5月期第3四半期 25,682 13,793 53.7 358,581.49
21年5月期 24,079 12,445 51.7 323,523.71

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  13,793百万円 21年5月期  12,445百万円

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5月期 ― 0.00 ― 1,400.00 1,400.00
22年5月期 ― 0.00 ―
22年5月期 

（予想）
1,400.00 1,400.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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 37,640 13.3 3,481 11.5 3,519 11.0 1,976 16.1 51,371.96
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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、３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 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果とな
る可能性があります。上記の予想に関連する事項については、３ページの【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参照くだ
さい。 

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5月期第3四半期 38,468株 21年5月期  38,468株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  ―株 21年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第3四半期 38,468株 21年5月期第3四半期 38,468株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高の長期化による輸出企業の業績悪化が懸念され
る状況にあり、また、内需関連企業においても、デフレ色を示す経済情勢のもと収益力は低下傾向にあ
り、雇用情勢の悪化が継続しております。個人消費においても、生活防衛意識の高まりから減少傾向が継
続しており、依然として厳しい状況が続いております。 
このような経済環境のもと、当社では直営店23店・ＦＣ店１店を出店し、直営店６店・ＦＣ店５店を閉

鎖しました。その結果、当第３四半期末の店舗数は、直営店300店、ＦＣ店25店の合計325店となりまし
た。また、当社グループの当第３四半期末の店舗数は、直営店344店、ＦＣ店27店の合計371店となりまし
た。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は27,193,300千円と前年同四半期と比べ2,649,117千円

（10.8％）の増収となりました。利益面につきましても、営業利益は、2,550,382千円と前年同四半期と
比べ293,672千円（13.0％）の増益、経常利益は2,588,751千円と前年同四半期と比べ280,311千円
（12.1％）の増益、四半期純利益は1,402,457千円と前年同四半期と比べ169,373千円（13.7％）の増益と
なりました。 

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.0％増加し、21,267,855千円となりました。これは、現金及

び預金が425,500千円、商品及び製品が1,183,945千円それぞれ増加したことなどによるものです。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて6.7％増加し、25,682,372千円となりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.3％増加し、7,626,912千円となりました。これは、短期借入

金が399,000千円、１年内返済予定の長期借入金が278,283千円増加したことなどによるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.7％増加し、4,261,547千円となりました。これは、長期借入
金が264,385千円増加したことなどによるものです。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.2％増加し、11,888,459千円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10.8％増加し、13,793,912千円となりました。これは、四半

期純利益が1,402,457千円となったことなどによるものです。 

  

当第３四半期の業績につきましては、概ね計画のとおり推移しており、平成21年7月17日発表の業績予
想の修正はありません。 

  
  

   該当事項はありません。 

  １.簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産の計上は、当第２四半期連結会計期間末の実地たな卸高を基準に算出した帳簿たな卸
高によっております。 

②固定資産の減価償却の算定方法   
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。 
③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境に著しい変化がな
く、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められる場合は、前連結会計年度におい
て使用した将来の業績予測などを利用する方法によっています。 

２．四半期連結財務諸表の作成に係る特有の会計処理 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す
る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

・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

  ①税金費用の計算

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第３四半期決算短信
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て計算する方法を採用しております。 

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

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第３四半期決算短信
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,503,987 3,078,486

受取手形及び売掛金 1,755,557 1,788,996

商品及び製品 15,315,276 14,131,331

その他 701,087 726,730

貸倒引当金 △8,053 △29,610

流動資産合計 21,267,855 19,695,933

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,370,902 1,361,244

工具、器具及び備品 667,095 694,603

その他 136,824 141,965

有形固定資産合計 2,174,822 2,197,813

無形固定資産   

のれん 122,271 163,028

その他 31,885 30,462

無形固定資産合計 154,157 193,490

投資その他の資産   

差入保証金 1,501,302 1,401,560

その他 661,734 608,000

貸倒引当金 △77,500 △17,295

投資その他の資産合計 2,085,537 1,992,265

固定資産合計 4,414,517 4,383,570

資産合計 25,682,372 24,079,503

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第３四半期決算短信
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,541,181 3,872,351

短期借入金 767,000 368,000

1年内返済予定の長期借入金 1,539,210 1,260,927

未払金 630,364 639,766

未払費用 403,557 507,011

未払法人税等 379,750 777,930

賞与引当金 79,683 9,545

その他 286,165 90,038

流動負債合計 7,626,912 7,525,570

固定負債   

長期借入金 3,500,845 3,236,460

長期未払金 462,119 589,693

退職給付引当金 48,533 42,534

役員退職慰労引当金 174,549 166,935

その他 75,500 73,000

固定負債合計 4,261,547 4,108,623

負債合計 11,888,459 11,634,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,242,489 2,242,489

資本剰余金 2,219,406 2,219,406

利益剰余金 9,332,017 7,983,414

株主資本合計 13,793,912 12,445,310

純資産合計 13,793,912 12,445,310

負債純資産合計 25,682,372 24,079,503

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 24,544,182 27,193,300

売上原価 14,496,427 15,895,794

売上総利益 10,047,755 11,297,505

販売費及び一般管理費 7,791,044 8,747,122

営業利益 2,256,710 2,550,382

営業外収益   

仕入割引 59,276 54,596

業務受託料 30,593 31,169

その他 33,581 43,305

営業外収益合計 123,451 129,071

営業外費用   

支払利息 56,448 74,361

その他 15,273 16,342

営業外費用合計 71,721 90,703

経常利益 2,308,439 2,588,751

特別利益   

固定資産売却益 906 －

貸倒引当金戻入額 324 327

移転補償金 － 9,300

特別利益合計 1,230 9,627

特別損失   

固定資産除却損 25,015 63,478

減損損失 14,888 33,701

子会社本社移転費用 22,414 －

特別損失合計 62,318 97,180

税金等調整前四半期純利益 2,247,351 2,501,198

法人税等 1,014,267 1,098,740

四半期純利益 1,233,083 1,402,457

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22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利益 2,247,351 2,501,198

減価償却費 272,119 323,986

減損損失 14,888 33,701

のれん償却額 40,757 40,757

売上債権の増減額（△は増加） △126,493 58,804

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,953,791 △1,183,945

仕入債務の増減額（△は減少） 336,981 △331,170

その他 10,469 414,311

小計 △157,718 1,857,643

利息及び配当金の受取額 5,731 3,503

利息の支払額 △55,650 △74,369

法人税等の支払額 △1,551,206 △1,488,629

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,758,843 298,149

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 △947,351 △309,311

無形固定資産の取得による支出 △11,721 △11,259

差入保証金の差入による支出 △369,834 △139,958

その他 △169,049 △140,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,497,956 △600,606

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） 507,800 399,000

長期借入れによる収入 3,200,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △504,256 △957,332

長期未払金の純増減額（△は減少） 134,692 △159,280

配当金の支払額 △53,631 △54,037

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,284,604 728,350

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,259 △392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,544 425,500

現金及び現金同等物の期首残高 2,965,367 3,058,486

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,991,911 3,483,987

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
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該当事項なし 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める書籍及びSPICE等の販売事業の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。       

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める書籍及びSPICE等の販売事業の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日）

 【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

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
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【四半期個別財務諸表】 

 （１）【四半期貸借対照表】 

                      （単位：千円）    

 
  

  

「参考」

科  目
当第３四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成22年2月28日） （平成21年５月31日）

 資産の部

 Ⅰ 流動資産

  1 現金及び預金 3,365,558 2,973,586

  2 売掛金 1,645,939 1,722,881

  3 商品及び製品 14,611,971 13,563,934

  4 その他 595,491 664,495

    貸倒引当金 △8,053 △29,610

     流動資産合計 20,210,907 18,895,286

 Ⅱ 固定資産

  1 有形固定資産

    （1）建物及び構築物 1,237,553 1,285,520

    （2）工具器具及び備品 600,802 662,409

    （3）その他 134,554 130,041

      有形固定資産合計 1,972,910 2,077,971

  2 無形固定資産

    （1）ソフトウェア 21,217 23,689

    （2）その他 1,391 1,391

      無形固定資産合計 22,609 25,081

  3 投資その他の資産

    （1）関係会社株式 521,081 437,431

    （2）差入保証金 1,329,111 1,257,694

    （3）その他 838,705 870,586

   貸倒引当金 △77,155 △16,624

      投資その他の資産合計 2,611,742 2,549,088

      固定資産合計 4,607,262 4,652,141

   資産合計 24,818,170 23,547,427

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第３四半期決算短信

10



                                   （単位:千円）  

 
（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー 

   対象ではありません。 

科  目
当第３四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成22年２月28日） （平成21年５月31日）

 負債の部

 Ⅰ 流動負債

  1 買掛金 3,477,592 3,844,210

  2 短期借入金 667,000 218,000

   3  1年内返済予定の長期借入金 1,329,054 1,130,895

  4 未払金 558,525 609,686

  5  未払費用 370,321 489,213

  6  未払法人税等 378,437 776,212

  7  賞与引当金 75,083 ―

  8  その他 268,175 74,308

     流動負債合計 7,124,189 7,142,526

 Ⅱ 固定負債

  1 長期借入金 2,919,744 2,861,840

  2 長期未払金 462,119 589,693

   3  退職給付引当金 44,280 39,423

   4 役員退職慰労引当金 174,549 166,935

  5 その他 75,500 73,000

      固定負債合計 3,676,193 3,730,893

    負債合計 10,800,382 10,873,419

 純資産の部

 Ⅰ 株主資本

  1 資本金 2,242,489 2,242,489

  2 資本剰余金 2,219,406 2,219,406

  3 利益剰余金 9,555,893 8,212,112

     株主資本合計 14,017,788 12,674,008

     純資産合計 14,017,788 12,674,008

   負債・純資産合計 24,818,170 23,547,427

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
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（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー 

 対象ではありません。 

  （２）【四半期損益計算書】

      【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

科  目

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

（自 平成20年６月１日 （自 平成21年６月１日

  至 平成21年２月28日）  至 平成22年２月28日）

 Ⅰ 売上高 23,678,503 25,986,250

 Ⅱ 売上原価 14,238,183 15,511,185

      売上総利益 9,440,320 10,475,065

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,199,503 7,953,702

      営業利益 2,240,817 2,521,362

 Ⅳ 営業外収益

   1  仕入割引 59,276 54,596

   2  業務受託料 30,593 31,169

  3  その他 46,839 56,810

      営業外収益合計 136,709 142,577

 Ⅴ 営業外費用

   1  支払利息 50,008 63,943

  2 その他 13,484 17,240

   営業外費用合計 63,493 81,184

      経常利益 2,314,033 2,582,756

 Ⅵ 特別利益

  1 移転補償金 ― 9,300

   特別利益合計 ― 9,300

 Ⅶ 特別損失

   1  固定資産除却損 24,733 61,401

   2 減損損失 12,314 32,167

   特別損失合計 37,048 93,569

   税引前四半期純利益 2,276,984 2,498,487

   法人税等 1,013,430 1,100,851

   四半期純利益 1,263,554 1,397,635
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