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1.  平成23年8月期第1四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成22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 ％

23年8月期第1四半期 9,657 △8.4 7 △87.1 △11 ― △155 ―
22年8月期第1四半期 10,543 △13.9 57 ― 40 ― △4 ―

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

23年8月期第1四半期 △11.28 ―
22年8月期第1四半期 △0.71 ―

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

23年8月期第1四半期 28,127 2,351 7.9 108.48
22年8月期 27,160 2,507 8.7 119.38

（参考） 自己資本  23年8月期第1四半期  2,233百万円 22年8月期  2,384百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年8月期 ―
23年8月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 
(累計) 19,000 △11.2 270 23.4 270 59.5 65 140.3 4.41

通期 39,000 △6.4 600 99.1 600 240.1 200 ― 13.82



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きが実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ― 社 （社名 ）、 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期1Q 14,014,715株 22年8月期 14,014,715株
② 期末自己株式数 23年8月期1Q 27,913株 22年8月期 27,838株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 13,976,814株 22年8月期1Q 8,977,100株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益は改善してはいるものの、景気は足踏み状態とな

っており、失業率も高水準で推移しているなど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。  

 当社グループの当第１四半期における売上高は生活防衛意識の高まりから依然として厳しい状況下にあります。

新規出店につきましては候補地の中から厳選して出店してまいりました。新規店は直営店６店舗、ＦＣ店１店舗を

出店したものの、直営店３店舗、ＦＣ店１店舗を閉店いたしました。また、直営店１店舗の増床を行い品揃えの更

なる強化を図り、活性化を行いました。 

 以上の結果、売上高は9,657百万円（前年同四半期比8.4％減）となり、新規店に係る出店コストが増加したこと

により営業利益は７百万円（前年同四半期比87.1％減）、経常損失は11百万円（前年同四半期は経常利益40百万

円）となりました。四半期純損失につきましては資産除去債務に関する会計基準を適用したことにより155百万円

（前年同四半期は四半期純損失４百万円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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28,127百万円となり、前連結会計年度末に比べ967百万円増加い

たしました。これは主に現金及び預金の減少36百万円、受取手形及び売掛金の減少67百万円、たな卸資産の増加

1,100百万円、差入保証金の減少231百万円によるものであります。 

 負債は25,775百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,123百万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1,144百万円、短期借入金の減少4,459百万円、長期借入金の増加2,849百万円、社債の増加1,634百万

円によるものであります 

 純資産は2,351百万円の減少となり、前連結会計年度末に比べ156百万減少いたしました。これは主に四半期純損

失155百万円の計上によるものであります。  

  

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。）は以下の各キャッシュ・フ

ローの状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて203百万円増加し1,509百万円となりました。  

 当第１四半期会計期間における「営業キャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前四半期純損失が147百万円、

資産除去債務会計基準適用による影響額121百万円、たな卸資産の増加額1,100百万円、仕入債務の増加額1,144百

万円等の要因により得られた資金は31百万円（前年同四半期は283百万円の支出）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90百万円、定期預金の払戻

250百万円、保証金の差入33百万円、保証金の返還62百万円等で得られた資金は188百万円（前年同四半期比9.7％

減）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4,781百万円、長期借入金の借入による

収入3,963百万円、長期借入金の返済による支出791百万円、社債の発行による収入1,680百万円、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16百万円（前年同四半期は398百万円の収入）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期（累計）の業績予想につきましては、新規店に係る出店コストが増加したことにより、営業利益、経

常利益及び当期純利益ともに下回ることから、平成22年10月15日公表の連結業績予想を修正いたします。 

  なお、通期の業績予想につきましては、変更はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出に関しては、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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

  これにより営業利益は10,934千円減少、経常損失は10,934千円増加し、税金等調整前四半期純損失は132,839千

円増加しております。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,645,045 1,681,906 

受取手形及び売掛金 2,867,802 2,935,472 

商品 12,732,713 11,632,443 

貯蔵品 9,827 9,600 

繰延税金資産 81,739 75,023 

その他 641,536 482,652 

流動資産合計 17,978,664 16,817,099 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,142,536 1,159,866 

土地 2,773,456 2,773,456 

その他（純額） 373,442 312,713 

有形固定資産合計 4,289,436 4,246,036 

無形固定資産   

のれん 160,504 175,095 

その他 104,158 107,071 

無形固定資産合計 264,662 282,167 

投資その他の資産   

投資有価証券 257,631 248,978 

長期貸付金 821,783 829,202 

差入保証金 3,972,498 4,203,857 

繰延税金資産 551,094 559,487 

その他 191,661 190,890 

貸倒引当金 △225,808 △225,808 

投資その他の資産合計 5,568,860 5,806,607 

固定資産合計 10,122,960 10,334,811 

繰延資産 26,051 8,261 

資産合計 28,127,675 27,160,172 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,119,801 7,974,855 

短期借入金 9,090,604 13,549,974 

1年内償還予定の社債 476,000 132,000 

賞与引当金 62,721 29,200 

その他 422,565 487,981 

流動負債合計 19,171,691 22,174,011 

固定負債   

社債 1,360,000 70,000 

長期借入金 3,911,686 1,062,360 

退職給付引当金 711,576 705,109 

繰延税金負債 212,773 212,773 

その他 408,183 428,140 

固定負債合計 6,604,219 2,478,382 

負債合計 25,775,911 24,652,393 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,035,538 2,035,538 

資本剰余金 3,076,788 3,076,788 

利益剰余金 △2,826,287 △2,670,318 

自己株式 △18,215 △18,198 

株主資本合計 2,267,823 2,423,808 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,257 △39,492 

評価・換算差額等合計 △34,257 △39,492 

新株予約権 16,428 16,428 

少数株主持分 101,770 107,034 

純資産合計 2,351,764 2,507,778 

負債純資産合計 28,127,675 27,160,172 
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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21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 10,543,175 9,657,491 

売上原価 8,119,888 7,383,205 

売上総利益 2,423,286 2,274,286 

販売費及び一般管理費 2,365,916 2,266,901 

営業利益 57,369 7,384 

営業外収益   

受取利息 8,830 5,597 

受取配当金 175 200 

受取手数料 15,637 13,822 

受取家賃 19,404 20,854 

情報提供料収入 15,410 15,945 

その他 15,426 11,277 

営業外収益合計 74,883 67,696 

営業外費用   

支払利息 82,068 76,674 

その他 9,568 9,629 

営業外費用合計 91,636 86,304 

経常利益又は経常損失（△） 40,616 △11,223 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 121,904 

固定資産除却損 5,852 6,810 

賃貸借契約解約損 13,334 7,500 

投資有価証券評価損 1,031 － 

その他 358 － 

特別損失合計 20,575 136,215 

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（△）

20,040 △147,438 

法人税、住民税及び事業税 6,042 15,534 

法人税等調整額 20,561 △1,740 

法人税等合計 26,604 13,794 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △161,232 

少数株主損失（△） △2,225 △5,263 

四半期純損失（△） △4,337 △155,968 
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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21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

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

20,040 △147,438 

有形固定資産償却費 56,109 53,674 

無形固定資産償却費 19,284 19,770 

賃貸借契約解約損 15,268 7,500 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 121,904 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 33,521 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,037 6,467 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △3,259 △1,012 

受取利息及び受取配当金 △9,005 △5,797 

支払利息 82,068 76,674 

新株発行費償却 347 779 

社債発行費償却 453 776 

有形固定資産除却損 － 6,810 

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） 43,263 67,669 

たな卸資産の増減額（△は増加） △926,812 △1,100,495 

仕入債務の増減額（△は減少） 603,692 1,144,945 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △103,064 △17,399 

その他 18,996 △122,507 

小計 △182,622 145,842 

利息及び配当金の受取額 9,114 6,222 

利息の支払額 △93,840 △62,286 

法人税等の支払額 △16,471 △58,231 

営業活動によるキャッシュ・フロー △283,820 31,547 

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 △10,000 

定期預金の払戻による収入 505,000 250,151 

有形固定資産の取得による支出 △31,620 △88,707 

無形固定資産の取得による支出 △780 △2,266 

有形固定資産の除却による支出 － △3,130 

短期貸付金の純増減額（△は増加） 502 284 

長期貸付金の回収による収入 11,100 13,892 

長期前払費用の取得による支出 △1,175 △376 

差入保証金の差入による支出 △51,865 △33,881 

差入保証金の回収による収入 242,500 62,177 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △422 △131 

投資活動によるキャッシュ・フロー 208,239 188,013 
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22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） 1,633,549 △4,781,434 

割賦債務の返済による支出 △19,771 △15,206 

長期借入れによる収入 － 3,963,000 

長期借入金の返済による支出 △1,148,803 △791,610 

自己株式の取得による支出 － △16 

社債の発行による収入 － 1,680,655 

社債の償還による支出 △66,000 △66,000 

その他の支出 △420 △5,657 

財務活動によるキャッシュ・フロー 398,554 △16,269 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 322,973 203,290 

現金及び現金同等物の期首残高 2,318,877 1,305,956 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,641,850 1,509,247 
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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） 

 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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

 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〕 

前第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） 

 海外売上高はないため該当事項はありません。  

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開する単位として「販売業」並びに「販売受託業」の２

つを報告セグメントとしております。  

 「販売業」は、書籍・雑誌・音楽ＣＤ等の販売事業であり、「販売受託業」は、店頭販売の販売受託業務を行

っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日） 

 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％を超えているため、販売業以外の事業について重要性が乏しいことから、セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。  

   

 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

（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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