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1.  平成22年8月期第3四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年5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8月期第3四半期 31,870 △10.6 359 ― 276 ― 112 ―
21年8月期第3四半期 35,650 ― △140 ― △283 ― △1,367 ―

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3四半期 11.84 11.46
21年8月期第3四半期 △168.38 ―

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3四半期 29,655 2,621 8.4 127.40
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3四半期  2,494百万円 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 ― 13.84
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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、４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3四半期 14,004,715株 21年8月期 9,004,715株
② 期末自己株式数 22年8月期第3四半期 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3四半期 8,995,378株 21年8月期第3四半期 7,887,100株
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 当第３四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、企業収益の改善など、景気は着実

に持ち直しているものの、雇用情勢に関しては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、ボーナスを含む特別給与の大幅な減少に伴う現金給与総額が減少傾向にあるため、買い控え

や低価格志向といった生活防衛意識の高まりによ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３四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４店舗、ＦＣ店１店舗を出店したものの、直営店７店舗、ＦＣ店２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

６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31,870百万円（前年同四半期比10.6％減）となり、営業利益は359百万円（前年同四半期

は営業損失140百万円）、経常利益は276百万円（前年同四半期は経常損失283百万円）、四半期純利益は112百万円

（前年同四半期は四半期純損失1,367百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況         

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は29,655百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円減少いた

しました。これは主に現金及び預金の増加1,058百万円と、受取手形及び売掛金の減少158百万円、たな卸資産の減

少294百万円、差入保証金の減少229百万円によるものです。 

 負債は27,033百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,394百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び

買掛金の減少3,021百万円と、短期借入金の増加3,485百万円、長期借入金の減少1,656百万円によるものです。 

 純資産は2,621百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,326百万円増加いたしました。これは主に資本金の増加

600百万円、資本剰余金の増加600百万円、利益剰余金の増加112百万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。）は前連結会計年度末に比べ

て1,084百万円増加し3,403百万円となりました 

 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。 

  「営業キャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前当期純利益が205百万円、たな卸資産の減少額294百万円、仕

入債務の減少額3,021百万円等の要因により使用しました資金は2,006百万円（前年同四半期は2,671百万円の収

入）となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、固定資産の取得による支出139百万円、保証金の差入による支

出108百万円、保証金の返還による収入464百万円等で得られた資金は257百万円（前年同四半期比193.5％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、短期借入金の純増減額4,887百万円、長期借入金の返済による

支出3,057百万円、株式発行による収入1,195百万円等の要因により得られた資金は2,834百万円（前年同四半期は

1,800百万円の支出）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。 

  

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
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 該当事項はありません。  

  

  

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、合理的な方法により算出し

ております。 

  

   

 該当事項はありません。  

  

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

（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３四半期連結会計期間末 
(平成22年５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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,794,639 2,735,685 

受取手形及び売掛金 2,677,886 2,836,112 

商品 11,944,504 12,239,749 

貯蔵品 11,470 11,162 

繰延税金資産 85,332 87,913 

その他 764,475 1,027,696 

流動資産合計 19,278,308 18,938,320 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,195,855 1,282,445 

土地 2,773,456 2,773,456 

その他（純額） 303,392 259,627 

有形固定資産合計 4,272,704 4,315,530 

無形固定資産   

のれん 189,686 233,460 

その他 62,871 70,432 

無形固定資産合計 252,557 303,893 

投資その他の資産   

投資有価証券 264,813 268,651 

長期貸付金 843,125 891,551 

差入保証金 4,252,226 4,481,526 

繰延税金資産 552,919 568,349 

その他 155,618 168,480 

貸倒引当金 △225,808 △219,278 

投資その他の資産合計 5,842,895 6,159,281 

固定資産合計 10,368,158 10,778,705 

繰延資産 9,244 6,865 

資産合計 29,655,711 29,723,890 
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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５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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,863,479 11,885,475 

短期借入金 14,667,758 11,182,042 

1年内償還予定の社債 132,000 132,000 

賞与引当金 70,500 － 

その他 492,478 582,776 

流動負債合計 24,226,216 23,782,294 

固定負債   

社債 70,000 202,000 

長期借入金 1,446,870 3,103,116 

退職給付引当金 713,135 710,689 

繰延税金負債 212,773 212,773 

その他 364,783 417,213 

固定負債合計 2,807,562 4,645,791 

負債合計 27,033,778 28,428,085 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,035,538 1,435,538 

資本剰余金 3,076,788 2,476,788 

利益剰余金 △2,569,867 △2,682,468 

自己株式 △18,158 △18,142 

株主資本合計 2,524,300 1,211,714 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,912 △28,214 

評価・換算差額等合計 △29,912 △28,214 

新株予約権 14,405 8,270 

少数株主持分 113,139 104,034 

純資産合計 2,621,932 1,295,805 

負債純資産合計 29,655,711 29,723,890 
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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９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 35,650,238 31,870,687 

売上原価 27,407,008 24,415,474 

売上総利益 8,243,230 7,455,213 

販売費及び一般管理費 8,383,363 7,095,561 

営業利益又は営業損失（△） △140,133 359,651 

営業外収益   

受取利息 23,047 20,690 

受取配当金 422 452 

受取手数料 48,692 47,468 

受取家賃 45,783 60,811 

情報提供料収入 49,191 46,395 

その他 24,763 24,706 

営業外収益合計 191,901 200,524 

営業外費用   

支払利息 305,871 256,323 

新株発行費 569 1,180 

その他 29,098 25,714 

営業外費用合計 335,538 283,217 

経常利益又は経常損失（△） △283,770 276,958 

特別利益   

受取補償金 48,356 － 

保険解約返戻金 16,737 － 

受取解約金 － 700 

特別利益合計 65,093 700 

特別損失   

固定資産除却損 365,365 45,155 

賃貸借契約解約損 620,813 15,301 

減損損失 151,676 4,160 

その他 52,117 7,919 

特別損失合計 1,189,973 72,537 

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（△）

△1,408,650 205,121 

法人税、住民税及び事業税 18,536 66,396 

法人税等調整額 △51,832 19,119 

法人税等合計 △33,296 85,515 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,902 7,004 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,367,451 112,601 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 11,070,503 10,484,556 

売上原価 8,493,072 8,012,308 

売上総利益 2,577,431 2,472,247 

販売費及び一般管理費 2,505,008 2,331,482 

営業利益 72,422 140,764 

営業外収益   

受取利息 7,061 3,812 

受取手数料 16,332 16,006 

受取家賃 14,762 20,707 

情報提供料収入 16,095 16,375 

その他 5,399 3,399 

営業外収益合計 59,652 60,300 

営業外費用   

支払利息 91,969 84,245 

新株発行費 347 484 

その他 8,060 8,648 

営業外費用合計 100,378 93,378 

経常利益 31,696 107,686 

特別利益   

受取補償金 8,356 － 

賞与引当金戻入額 21,200 － 

保険解約返戻金 16,161 － 

受取解約金 － 700 

特別利益合計 45,717 700 

特別損失   

固定資産除却損 104,539 7,254 

賃貸借契約解約損 94,211 1,967 

特別損失合計 198,750 9,221 

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（△）

△121,335 99,164 

法人税、住民税及び事業税 6,356 36,886 

法人税等調整額 22,175 △29,733 

法人税等合計 28,531 7,153 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,304 6,461 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △147,563 85,550 
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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９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,408,650 205,121 

有形固定資産償却費 205,905 174,811 

無形固定資産償却費 57,706 58,055 

減損損失 151,676 4,160 

賃貸借契約解約損 565,597 15,301 

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） △26,600 70,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167,289 2,446 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △662 △1,034 

受取利息及び受取配当金 △23,470 △21,142 

支払利息 305,871 256,323 

新株発行費償却 569 1,180 

社債発行費償却 1,360 1,360 

有形固定資産除却損 102,574 45,155 

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） △75,120 158,226 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,543,885 294,936 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,406,153 △3,021,995 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 66,501 △71,008 

その他 287,481 80,973 

小計 3,013,490 △1,739,064 

利息及び配当金の受取額 23,384 21,257 

利息の支払額 △298,945 △272,905 

法人税等の支払額 △66,847 △16,116 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,671,081 △2,006,830 

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 △497,901 △1,390,000 

定期預金の払戻による収入 431,000 1,416,000 

有形固定資産の取得による支出 △119,364 △132,764 

無形固定資産の取得による支出 △14,380 △6,720 

有形固定資産の除却による支出 － △19,749 

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） 2,250 △915 

長期貸付けによる支出 △10,096 － 

長期貸付金の回収による収入 34,302 35,265 

長期前払費用の取得による支出 △20,563 △2,212 

差入保証金の差入による支出 △82,491 △108,846 

差入保証金の回収による収入 320,660 464,980 

保険積立金の解約による収入 45,794 － 
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

その他の支出 △1,594 △1,499 

投資活動によるキャッシュ・フロー 87,615 257,118 

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） △1,032,079 4,887,433 

割賦債務の返済による支出 △66,006 △55,875 

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 △4,368,184 △3,057,963 

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 △316,000 △132,000 

株式の発行による収入 1,088,411 1,195,080 

その他の支出 △821 △1,994 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,800,111 2,834,664 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 958,585 1,084,953 

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 1,914,269 3,403,830 
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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及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の

合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも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。  

  

  

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

  

 当社は、平成22年５月31日付で、大日本印刷株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第３四半期連結会計期間において資本金が600,000千円、資本準備金が600,000千円増加し、当第３四半期連結

会計期間末において資本金が2,035,538千円、資本準備金が3,076,788千円となっております。  

  

（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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