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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9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8月期第2四半期 21,386 △12.9 218 ― 169 ― 27 ―
21年8月期第2四半期 24,579 ― △233 ― △336 ― △1,219 ―

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2四半期 2.56 2.48
21年8月期第2四半期 △154.98 ―

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2四半期 31,212 1,329 3.9 55.56
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2四半期  1,210百万円 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 ― 0.00
22年8月期 

（予想） ― 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 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  無  

(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2四半期 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2四半期 27,665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2四半期 8,977,069株 21年8月期第2四半期 7,887,100株
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   当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、輸出・生産は持ち直しているものの企業収益は大幅な減少 

が続いており、雇用情勢につきましても失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。個人消費に

つきましては、経済対策の効果もあり持ち直しの動きが続いているものの、ボーナスを含む特別給与の大幅な減少

  に伴い、買い控えや低価格志向といった生活防衛意識が高まり、依然として厳しい状況で推移しております。  

 出版流通業界におきましても、書籍・雑誌ともに低調で売れ筋商品も少なく、個人消費の低迷とあわせ厳しい経

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は、引続き店舗管理・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す。   

 当社グループの当第２四半期連結累計期間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３店舗、ＦＣ店１店舗を出店したものの、直営店８店舗、ＦＣ店１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21,386百万円（前年同四半期比12.9％減）となり、営業利益は218百万円（前年同四半期 

は営業損失233百万円）、経常利益は169百万円（前年同四半期は経常損失336百万円）、四半期純利益は27百万円 

（前年同四半期は四半期純損失1,219百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況         

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は31,212百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,488百万円増加 

いたしました。これは主に現金及び預金の増加2,569百万円と、受取手形及び売掛金の減少170百万円、たな卸資産

の減少318百万円、差入保証金の減少155百万円によるものです。 

 負債は29,883百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,455百万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1,677百万円と、短期借入金の増加1,031百万円、長期借入金の減少1,191百万円によるものです。 

 純資産は1,329百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増 

加27百万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２四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2,604百万円増加し4,923百万円となりました。  

 当第２四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105百万円、たな卸資産の減少額320百万円、仕

入債務の増加額1,677百万円等の要因により得られた資金は2,597百万円（対前年同四半期645百万円増）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68百万円、保証金の差入97百

万円、保証金の返還386百万円等で得られた資金は270百万円（前年同四半期220百万円増）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1,976百万円、長期借入金の借入 

金の返済による支出2,136百万円、社債の償還による支出66百万円等の要因により使用しました資金は263百万円

（対前年同四半期1,592百万円減）となりました。   

  

  平成21年10月15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。  

  

 該当事項はありません。  

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２四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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,305,233 2,735,685 

受取手形及び売掛金 2,665,426 2,836,112 

商品 11,920,802 12,239,749 

貯蔵品 9,445 11,162 

繰延税金資産 52,242 87,913 

その他 779,263 1,027,696 

流動資産合計 20,732,413 18,938,320 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,221,475 1,282,445 

土地 2,773,456 2,773,456 

その他（純額） 274,934 259,627 

有形固定資産合計 4,269,866 4,315,530 

無形固定資産   

のれん 204,277 233,460 

その他 65,372 70,432 

無形固定資産合計 269,650 303,893 

投資その他の資産   

投資有価証券 267,383 268,651 

長期貸付金 862,880 891,551 

差入保証金 4,326,315 4,481,526 

繰延税金資産 555,261 568,349 

その他 149,598 168,480 

貸倒引当金 △225,808 △219,278 

投資その他の資産合計 5,935,630 6,159,281 

固定資産合計 10,475,148 10,778,705 

繰延資産 5,262 6,865 

資産合計 31,212,824 29,723,890 
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（単位：千円）

当第２四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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,563,070 11,885,475 

短期借入金 12,214,028 11,182,042 

1年内償還予定の社債 132,000 132,000 

賞与引当金 28,200 － 

その他 585,270 582,776 

流動負債合計 26,522,568 23,782,294 

固定負債   

社債 136,000 202,000 

長期借入金 1,911,368 3,103,116 

退職給付引当金 711,232 710,689 

繰延税金負債 212,773 212,773 

その他 389,473 417,213 

固定負債合計 3,360,847 4,645,791 

負債合計 29,883,416 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 △2,655,417 △2,682,468 

自己株式 △18,158 △18,142 

株主資本合計 1,238,750 1,211,714 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,357 △28,214 

評価・換算差額等合計 △28,357 △28,214 

新株予約権 12,337 8,270 

少数株主持分 106,678 104,034 

純資産合計 1,329,408 1,295,805 

負債純資産合計 31,212,824 29,723,890 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 24,579,734 21,386,131 

売上原価 18,913,935 16,403,165 

売上総利益 5,665,798 4,982,965 

販売費及び一般管理費 5,899,554 4,764,078 

営業利益又は営業損失（△） △233,755 218,886 

営業外収益   

受取利息 15,985 16,878 

受取配当金 422 452 

受取手数料 32,359 31,462 

受取家賃 31,020 40,104 

情報提供料収入 33,096 30,020 

その他 19,363 21,306 

営業外収益合計 132,249 140,223 

営業外費用   

支払利息 213,902 172,077 

新株発行費 221 695 

その他 21,037 17,065 

営業外費用合計 235,160 189,838 

経常利益又は経常損失（△） △336,667 169,271 

特別利益   

受取補償金 40,000 － 

その他 575 － 

特別利益合計 40,575 － 

特別損失   

固定資産除却損 260,826 37,901 

賃貸借契約解約損 526,602 13,334 

減損損失 151,676 4,160 

その他 52,117 7,919 

特別損失合計 991,223 63,315 

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（△）

△1,287,314 105,956 

法人税、住民税及び事業税 12,180 29,509 

法人税等調整額 △74,007 48,852 

法人税等合計 △61,827 78,362 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,598 543 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,219,888 27,051 
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 12,328,584 10,842,956 

売上原価 9,503,826 8,283,276 

売上総利益 2,824,758 2,559,679 

販売費及び一般管理費 2,911,401 2,398,162 

営業利益又は営業損失（△） △86,643 161,516 

営業外収益   

受取利息 7,137 8,047 

受取配当金 247 277 

受取手数料 19,550 15,824 

受取家賃 16,078 20,700 

情報提供料収入 16,425 14,610 

その他 14,614 5,880 

営業外収益合計 74,053 65,340 

営業外費用   

支払利息 112,699 90,009 

新株発行費 221 347 

その他 7,778 7,844 

営業外費用合計 120,699 98,201 

経常利益又は経常損失（△） △133,290 128,655 

特別利益   

受取補償金 40,000 － 

その他 575 － 

特別利益合計 40,575 － 

特別損失   

固定資産除却損 245,147 32,048 

賃貸借契約解約損 516,522  

減損損失 131,691 4,160 

その他 52,117 6,530 

特別損失合計 945,478 42,739 

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（△）

△1,038,193 85,915 

法人税、住民税及び事業税 △602 23,466 

法人税等調整額 16,391 28,290 

法人税等合計 15,788 51,757 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,849 2,769 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,050,131 31,388 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,287,314 105,956 

有形固定資産償却費 135,640 114,862 

無形固定資産償却費 38,129 38,682 

賃貸借契約解約損 － 13,334 

減損損失 151,676 4,160 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,000 6,530 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,400 28,200 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,867 543 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △857 △1,881 

受取利息及び受取配当金 △16,408 △17,330 

支払利息 213,902 172,077 

新株発行費償却 221 695 

社債発行費償却 906 907 

有形固定資産除却損 102,300 37,901 

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） 97,638 170,685 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,410,932 320,664 

仕入債務の増減額（△は減少） 721,085 1,677,594 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 69,890 △1,318 

その他 576,512 98,956 

小計 2,187,987 2,772,254 

利息及び配当金の受取額 16,661 17,622 

利息の支払額 △203,208 △176,626 

法人税等の支払額 △49,681 △16,104 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,951,758 2,597,146 

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 △82,901 △930,000 

定期預金の払戻による収入 31,000 965,000 

有形固定資産の取得による支出 △97,056 △63,619 

無形固定資産の取得による支出 △6,490 △4,440 

有形固定資産の除却による支出 － △6,799 

子会社株式の売却による収入 － 3,580 

短期貸付金の純増減額（△は増加） 1,500 △2,100 

長期貸付金の回収による収入 23,202 22,865 

長期前払費用の取得による支出 △5,129 △1,510 

差入保証金の差入による支出 △65,782 △97,799 

差入保証金の回収による収入 248,065 386,424 

その他 3,712 △1,077 

投資活動によるキャッシュ・フロー 50,120 270,523 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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） △2,300,998 1,976,611 

割賦債務の返済による支出 △44,620 △36,282 

長期借入れによる収入 2,500,000 － 

長期借入金の返済による支出 △2,901,896 △2,136,373 

自己株式の取得による支出 － △15 

社債の発行による収入 394,567 － 

社債の償還による支出 △200,000 △66,000 

株式の発行による収入 697,525 － 

その他の支出 △408 △1,061 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,855,829 △263,121 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 146,049 2,604,547 

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 1,101,733 4,923,425 
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 該当事項はありません。 

  

  当第２四半期連結会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存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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