
平成23年1月期 決算短信 
平成23年3月17日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＣＨＩグループ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3159 URL http://www.chi-group.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小城 武彦

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理・財務部長 （氏名） 森 孝司 TEL 03-5225-8787
定時株主総会開催予定日 平成23年4月27日 配当支払開始予定日 未定

有価証券報告書提出予定日 平成23年4月28日

1.  23年1月期の連結業績（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年1月期 115,270 ― △1,255 ― △1,100 ― △1,273 ―

22年1月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年1月期 △21.18 ― △5.1 △1.4 △1.1

22年1月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年1月期  33百万円 22年1月期  ―百万円

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1月期 77,141 25,688 32.4 415.26
22年1月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年1月期  24,968百万円 22年1月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年1月期 1,548 △470 1,327 15,750
22年1月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

(注)平成24年１月期の配当予想額は、未定です。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年1月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

23年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年1月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  24年1月期の連結業績予想（平成23年2月1日～平成24年1月31日） 
(注)連結業績予想につきましては、現段階で合理的な業績予想の算定を行うことが困難なことから未定とし、記載しておりません。なお、当該理由につきま
しては、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧ください。 



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期 60,128,085株 22年1月期 ―株

② 期末自己株式数 23年1月期  639株 22年1月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  23年1月期の個別業績（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年1月期 229 ― △278 ― △430 ― △421 ―

22年1月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年1月期 △7.01 ―

22年1月期 ― ―

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1月期 48,497 27,035 55.7 449.64
22年1月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本 23年1月期  27,035百万円 22年1月期  ―百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている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、実際に様々な要
因により大きく異なる可能性があります。 
・当社は平成22年２月１日に丸善株式会社と株式会社図書館流通センターが経営統合し両社を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。当
連結会計年度が第１期となるため、前期実績はありません。 



当連結会計年度におけるわが国経済は、高い成長を続ける新興国向け輸出の回復や政府の景気対策の

効果などにより、景気改善の兆しが見られるものの、長引く円高やデフレの影響、厳しい雇用・所得情

勢から個人消費が低迷するなど国内需要の回復は依然として弱く、先行き不透明感が払拭されない状況

で推移いたしました。 

 また、出版流通業界におきましては、長期に亘り市場の縮小が続いており、モバイル・ＰＣ端末に提

供されるデジタルコンテンツとの新たな競争など、淘汰・変革の渦中にあります。 

  このような状況のなかで、当社は「知は社会の礎である」という価値観を共有し、教育・学術機関、

図書館、出版業界等と連携し、 良な知の生成・流通と知的な環境づくりにおいて、革新的な仕組みを

創出、提供することにより、業界の活性化をリードし、日本の社会に貢献する企業集団となることを目

指して、平成22年２月１日付で、丸善株式会社と株式会社図書館流通センターの共同株式移転により、

両社を完全子会社として新たにスタートいたしました。 

 その後、平成22年８月２日付で子会社の丸善株式会社から店舗事業を「丸善書店株式会社」として分

社化し、平成22年12月24日付で書店及びオンライン店舗を融合した紙の書籍も電子書籍も取り扱うハイ

ブリッド型書店の企画及び推進のため、「株式会社ｈｏｎｔｏ」を設立いたしました。さらに、平成23

年２月１日付で「株式会社ジュンク堂書店」「株式会社雄松堂書店」をグループに加え、丸善株式会社

から出版事業を「丸善出版株式会社」として分社化することでＣＨＩグループ株式会社は子会社７社の

体制となりました。 

 当連結会計年度の業績につきましては、個人消費の低迷、書籍市場の縮小等厳しい環境に加え、連結

子会社において年間一括契約雑誌等商品について売上計上方法の変更（一括売上計上から分割売上計上

へ変更）をおこなったこと、基幹システム再構築に伴う移行作業の遅延により商品の出荷遅延を生じた

ことなど減収要因が重なり、売上高は当初計画を下回ることになりました。 

 その結果、売上高は1,152億70百万円、営業損失は12億55百万円、経常損失は11億円となりました。

また固定資産売却益15億13百万円を特別利益に計上し、繰延税金資産を６億２百万円取り崩したことな

どから、当期純損失は12億73百万円となりました。 

 なお、当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との

比較はしておりません。  

  

事業別販売の状況は次の通りであります。 

［文教市場販売事業］ 

当事業は当社グループの中核をなす事業で以下の事業をおこなっております。 

1. 大学などの教育研究機関や研究者に対して学術研究及び教育に関する出版物（書籍・雑誌・電子

ジャーナルほか）や英文校正・翻訳サービスをはじめとする研究者支援ソリューションの提供 

2. 図書館（公共図書館・学校図書館・大学図書館）に対して図書館用書籍販売、汎用書誌データベ

ース「ＴＲＣ ＭＡＲＣ」の作成・販売及び図書整備（バーコードラベルやＩＣタグ等の貼付

等）や選書・検索ツール等の提供 

3. 教育・研究施設、図書館などの設計・施工と大学経営コンサルティングをはじめとする各種ソリ

ューション等の提供 

4. 大学内売店の運営や学生に対して教科書・テキストの販売等 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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当連結会計年度の業績につきましては、図書館向け書籍販売や大学向け教科書販売は堅調に推移

いたしましたが、年間一括契約雑誌等商品の売上計上方法を契約締結時一括計上からサービス提供

時等合理的基準に基づく分割計上に変更したことに伴ない、従来の方法に比べ売上高が69億82百万

円減少し、教育・研修施設、図書館などの設計・施工売上も案件の減少により低迷いたしました。

また連結子会社の丸善株式会社において、基幹システム再構築に伴う移行作業の遅延により商品の

出荷遅延を生じたことから、売上高は当初計画を下回ることとなりました。 

 以上の結果、当事業の売上高は589億39百万円、営業利益は15億15百万円となりました。 

［店舗・ネット販売事業］ 

当事業は、主に全国都市部を中心とした店舗販売とオンライン書店「ビーケーワン」においてネ

ット販売をおこなっております。また平成23年２月１日より当社の子会社となる株式会社ジュンク

堂書店との将来的な統合も視野に入れた、店舗事業子会社としてのシナジー効果を追求していく体

制を築くため、平成22年８月２日付で子会社である丸善株式会社より「丸善書店株式会社」として

分社化し、平成23年２月１日より当社の子会社となっております。 

 店舗の状況といたしましては、４月に「アトレ吉祥寺店」「鹿児島マルヤガーデンズ店」、７月

に「アズ熊谷店」、８月に「ワカバウォーク店」、11月に「京都四条烏丸店」５店を開店しまし

た。一方、３月に「中部国際空港店」「エキュート立川店」、５月に「新宿エステック店」、６月

に「福岡ビル店」「羽田空港店」、７月に「新静岡店」、平成23年１月に「エキュート品川店」７

店を閉店した結果、当期末店舗数は42店舗となっております。また８月に株式会社ジュンク堂書店

とのダブルネームで「渋谷東急店」をリニューアルいたしました。 

 当連結会計年度の業績につきましては、縮小傾向にある書店市場の低迷の影響もあり、売上高は

345億８百万円、営業損失は４億45百万円となりました。 

［図書館サポート事業］ 

当事業は、図書館の業務効率化・利用者へのサービス向上の観点から、カウンター業務・目録作

成・蔵書点検などの業務の請負、地方自治法における指定管理制度による図書館運営業務、ＰＦＩ

（Private Finance Initiative）による図書館運営業務及び人材派遣をおこなっております。 

 当連結会計年度の業績につきましては、図書館受託館数は期初456館から141館増加し、当期末で

は597館となり順調に推移いたしました。 

 以上の結果、当事業の売上高は121億８百万円、営業利益は７億91百万円となりました。 

 ［出版事業］ 

当事業は、「理科年表」をはじめとする理工系分野を中心とした専門書・事典・便覧・大学テキ

ストに加え、絵本・童話などの児童書、図書館向け書籍の刊行を行っております。また医療・看

護・芸術・経営など多岐にわたる分野のビデオ・ＤＶＤについても発売を行っております。 

 当連結会計年度につきましては、専門分野として『レアメタル便覧』『理科年表』『ギャノング

生理学 原書23版』『コンパクト建築設計資料集成インテリア』『ＮＡＲＡＳＩＡ東アジア共同

体？』、児童書として『ルルとララシリーズ』『しずくちゃんシリーズ』 など、合計新刊277点を

刊行いたしました。 

 以上の結果、当事業の売上高は47億76百万円、営業利益は４億46百万円となりました。 

 なお平成23年２月１日付で、子会社の丸善株式会社より出版事業部を当社子会社（「丸善出版株

式会社」）として分社化しております。 
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［その他事業］ 

当事業は、書店やその他小売店舗を中心に企画・設計デザインから建設工事・内装工事・店舗什

器・看板・ディスプレーなどのトータルプランニングを手がけております。また図書館用図書の入

出荷業務等を行っております。 

 当連結会計年度の業績につきましては、競合他社との入札案件の増加により粗利益率が低下する

中、顧客である各店舗オーナーへの店舗改装・メンテナンス提案をはじめ、当社の親会社である大

日本印刷株式会社との提携強化により顧客獲得に努めました。 

 以上の結果、当事業の売上高は49億37百万円、営業利益は１億81百万円となりました。 

  

    （次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、今般の東北地方太平洋沖地震による被害及び計画停電等による製

造・物流・販売といった経済活動への影響、及びそれらが当社業績へ与える影響に関しまして、現

段階におきましては合理的な算定が困難であることから、次期の業績予想及び配当予想に関しまし

ては未定とさせていただきます。 

 なお、次期の業績及び配当の予想につきましては、今後予想が可能となりました段階で速やかに

公表いたします。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当連結会計年度末の総資産の残高は771億41百万円となりました。うち流動資産は549億31百万

円、固定資産は222億９百万円であります。  

  流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金160億60百万円、受取手形及び売掛金138億

41百万円、商品及び製品150億52百万円であります。  

 固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産108億56百万円、無形固定資産50億86百万

円、投資その他の資産62億67百万円であります。 

(負債) 

当連結会計年度末の負債の残高は514億52百万円となりました。うち流動負債は452億30百万円、

固定負債は62億22百万円であります。  

  流動負債の主な内容といたしましては、支払手形及び買掛金148億90百万円、短期借入金204億円

であります。  

  固定負債の主な内容といたしましては、長期借入金８億16百万円、退職給付引当金39億70百万円

であります。 

(純資産) 

当連結会計年度末の純資産の残高は256億88百万円となりました。なお、自己資本比率は32.4%、

１株当たり純資産額は415.26円となりました。 

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況の分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は157億50百万

円となりました。  

  当連結会計年度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。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により獲得した資金は、15億48百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、前

受金の増加によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、4億70百万円となりました。これは主に、有形固定資産、無形

固定資産の取得による支出によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は、13億27百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加に

よるものであります。  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標 

  

 
 (注) 自己資本比率：（純資産の部の合計－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。 

  

当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、今後の事業拡大に備えた

内部留保を図りながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

 当期につきましては、デジタル化関連事業への投資を行ったことに加え、グループ事業会社における

年間契約商品に関する売上計上基準変更の影響もあり連結当期純損失を計上し、また、ＣＨＩグループ

株式会社も利益剰余金がマイナスとなったため、無配とさせていただいております。 

 なお、次期の配当につきましては、現時点では業績予想が困難であることから未定とさせていただい

ております。今後予想が可能となりました段階で速やかに公表させていただきます。 

  

平成23年１月期

自己資本比率(%) 32.4

時価ベースの自己資本比率
(%)

24.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

14.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

9.8

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループ（当社及び連結子会社）の経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク

について、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま

す。 

 当社グループの事業活動及び業績は、今後起こり得るさまざまな要因により、大きな影響を受ける可

能性があります。従って、当社グループはこれらのリスクの発生を認識した上で、その影響を 小限に

低減していくように努めてまいります。 

なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信発表日現在において当社グループが判断したもの

であります。 

①官公庁及び大学等の予算動向及び消費動向等 

 当社グループは、主に官公庁が運営する公共図書館・学校図書館市場及び大学を柱とする教育・学術

市場への書籍の販売、書誌データの作成・販売、図書館運営業務の受託を行っており、官公庁または大

学の予算動向に影響を受けております。特に官公庁の予算は政府及び地方自治体の政策によって決定さ

れ、同様に大学の予算は文部科学省等の基本政策あるいは各種補助支援政策に影響を受けて決定される

ため、今後、官公庁または大学の予算が削減された場合、想定以上の受注競争の激化によって当社グル

ープの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

 また店舗・ネット販売事業においては、ＩＴを活用したきめ細かな商品政策と業務の効率化を推進し

て収益の拡大を図ってまいりますが、気候や景気の状況、競合他社の出店状況等による消費動向の変化

によって収益に影響を及ぼす可能性があります。 

②為替の変動 

 当社グループが取り扱う輸入書籍及び外国雑誌は、為替変動に連動した販売価格を設定しておりま

す。輸入書籍は一定期間の為替相場をもとに、また、外国雑誌は年度契約が基本であり、年度ごとに為

替相場を反映するように設定しております。一方、仕入では円建て取引を行うほか、為替予約を実行

し、販売価格に対応した為替予約を行うことで過度に為替変動の影響を受けないことを基本としており

ます。しかし、完全に為替リスクを排除することは困難であり、短期間に急激な為替変動が起こった場

合には収益への影響を受ける懸念があります。 

③法的規制等 

・再販売価格維持制度について 

 当社グループにて製作または販売している出版物は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」（以下「独占禁止法」といいます。）第23条第４項の規定により、再販売価格維持制度（以下

「再販制度」といいます。）が認められる特定品目に該当しており、書店では定価販売が認められてお

ります。 

 独占禁止法は、再販制度を不公正な取引方法として原則禁止しておりますが、出版物が我が国の文化

の振興と普及に重要な役割を果たしていることから、公正取引委員会の指定する書籍、雑誌及び新聞等

の著作物の小売価格については、例外的に再販制度が認められています。 

 公正取引委員会が、平成13年３月23日に発表した「著作物再販制度の取扱いについて」によると、著

作物再販制度については、当面、残置されることは相当であるとの結論が出されております。しかし併

せて業界に対し、再販制度を維持しながらも消費者利益の向上が図られるように現行制度の弾力的運用

を要請しています。従いまして、今後再販制度が廃止された場合、あるいは今後拡大が想定される電子

書籍の新しい動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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・出店に関する法的規制について 

 当社グループの店舗事業においては、売場面積1,000㎡超の店舗（以下「大規模小売店舗」といいま

す。）を出店する場合、「大規模小売店舗立地法」の規制を受けます。大規模小売店舗の出店について

は出店調整等の規制の影響を受ける可能性があるため、当該規制によって出店計画に変更が発生した場

合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

・出版物の委託販売制度について 

 当社グループにおける出版事業では、書籍業界の商慣習に従い、当社グループが取次または書店に配

本した出版物（主として書籍・雑誌）のほとんどについては、配本後、約定した委託期間内に限り、返

品を受け入れることを取引条件とした委託販売制度をとっております。 

書籍の委託には、主として次の２種類があります。 

ⅰ)新刊委託 

 新刊時または重版時の書籍が対象となり、書籍取次店との委託期間は６ヶ月間であります。 

ⅱ)長期委託 

 既刊の書籍をテーマあるいは季節に合わせてセット組みしたもの、あるいは全集物が対象とな

り、委託期間は、ケース・バイ・ケースでありますが、12ヶ月になることもあります。 

定期刊行誌（雑誌）の委託期間は、次のとおりです。 

 月刊誌   発売日より３ヶ月間 

 当社グループは、委託販売制度による出版物の返品による損失に備えるため、会計上、出版事業に係

る売掛金残高または出版物の売上金額に一定期間の返品実績率を乗じた返品調整引当金を計上しており

ますが、返品率の変動は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④情報セキュリティ及び個人情報保護 

 コンピュータネットワークや情報システムの果たす役割が高まり、情報セキュリティ及び個人情報保

護に関する対応は、事業活動を継続する上で不可欠となってきております。これに対して、近年ソフ

ト・ハードの不具合やコンピュータウィルスなどによる情報システムの障害、個人情報の漏えいなど、

さまざまなリスクが発生する可能性が高まってきております。 

 当社グループは、情報セキュリティ及び個人情報保護を経営の 重要課題の１つとして捉え、体制の

強化や社員教育などを通じてシステムとデータの保守・管理に万全を尽くしておりますが、万一これら

の事故が発生した場合には、信用失墜による収益の減少、損害賠償等による予期せぬ費用が発生し、事

業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤災害の発生 

 店舗・物流を含む事業拠点の主要施設には防火、耐震対策などを実施しており、災害などによって事

業活動の停止あるいは商品供給に混乱をきたすことのないよう努めております。また、大規模地震等の

自然災害に備え、コンピュータシステム及び通信設備等の重要機器は耐震構造と自家発電設備を備えた

ビルに収容し、データのバックアップ等の対策も講じております。さらに各種保険によるリスク移転も

図っております。しかしながら、大地震や新型インフルエンザ等の感染症の流行など、事業活動の停止

及び社会インフラの大規模な損壊や機能低下などにつながるような、予想を超える事態が発生した場合

は、当社グループの事業活動の復旧及び業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
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⑥訴訟リスク 

当第３四半期連結会計年度において、下記の訴訟が発生しております。 

（訴訟の内容） 

当社の子会社である株式会社図書館流通センター及び株式会社図書流通（以下「当社子会社ら」）に対

して、株式会社トーハンより書籍雑誌その他の出版物の継続的売買取引に関して損害賠償請求

（2,005,832,974円）の訴えが平成22年７月２日に提起されております（東京地方裁判所からの当社子

会社らへの訴状到達日：平成22年７月16日）。本件訴訟について、当社子会社らは、株式会社トーハン

が求めてきている損害賠償責任はないものと確信しており、訴状の内容を精査の上、本件訴訟において

その正当性を全面的に主張していく方針です。 

なお、当社は本件訴訟の提起に関して、平成22年７月16日に「子会社に関する訴訟の提起に関するお知

らせ」を開示いたしております。 
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当社は、平成22年２月１日に丸善株式会社と株式会社図書館流通センターの共同株式移転により、両社

を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。当社グループは、当社（純粋持株会社）、子会

社29社、関連会社３社により構成されており、事業は文教市場販売事業、店舗・ネット販売事業、図書館

サポート事業、出版事業及びその他事業を営んでおります。なお、親会社である大日本印刷株式会社は印

刷事業等を事業内容としております。 

事業内容と関係会社の当該事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は以下の通りであ

ります。 

 
  

2. 企業集団の状況

事業区分 主要な事業内容 主要な会社名

文教市場販売事業

大学、官庁付置研究機関、企業資料室、公
共図書館等への学術情報を中心にした書籍
販売等

丸善㈱、Maruzen International Co., Ltd.

大学等教育研究機関、国公行政機関等の図
書館・教室などの建築及び内装設備の設計
施工

丸善㈱

公共図書館、学校図書館を中心とした図書
館用書籍の販売、および図書館用書籍の加
工（装備）、書誌データの作成・販売

㈱図書館流通センター

店舗・ネット販売事
業

主要都市に店舗を設け、書籍のほか文具等
の複合的な店舗販売及びその関連事業

丸善書店㈱

主にロードショップで書籍のほか文具、文
化雑貨等の複合的な販売及びＡＶ製品等の
レンタル

㈱オルモ

オンライン書店ビーケーワンの運営 ㈱図書館流通センター

通信ネットワークを利用した情報提供サー
ビス

㈱honto

図書館サポート事業
公共図書館、大学図書館を中心とした図書
館運営業務の受託、指定管理者制度による
図書館運営

丸善㈱、㈱図書館流通センター

出版事業

学術専門書中心の出版業 丸善㈱

児童図書及び図書館向け図書の出版業 ㈱岩崎書店、㈱リブリオ出版

出版に係る企画、編集、製作等の請負 丸善プラネット㈱

その他事業

書店・文具店など文化系小売業の店舗設備
の設計施工

丸善㈱

書籍の入出荷業務等 ㈱図書流通
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事業の系統図は次のとおりです。  

 

(注) 丸善システムサービス㈱、丸善ブックメイツ㈱、丸善メイツ㈱、㈱ケヤキブックス及び㈱丸善トライ

コムは、いずれも平成22年９月30日付で解散決議を行っており、丸善システムサービス㈱、丸善ブックメイ

ツ㈱、丸善メイツ㈱及び㈱ケヤキブックスは、いずれも平成23年１月26日付で清算を結了しております。 
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当社グループは平成22年２月１日に、丸善株式会社と株式会社図書館流通センターが共同株式移転に

より経営統合し設立いたしました。両社はこれからの日本の礎となる知の生成と流通に貢献することを

共通の使命と考え、次のような経営理念に基づき、知を求めるすべての人々と、知を提供する出版流通

の接点の拡大をめざします。 

①価値観：知は社会の礎である 

 私たちは、知が人に与える力を信じます。そして時代に即した 良の知のグローバルな循環が21世紀

の創発的な日本の社会の礎であると考えます。 

②グループビジョン：知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる 

 私たちは、「知は社会の礎である」という価値観を共有し、教育・学術機関、図書館、出版業界等と

連携し、 良な知の生成・流通と知的な環境づくりにおいて、革新的な仕組みを創出、提供することに

より、業界の活性化をリードし、日本の社会に貢献する企業集団となることを目指します。 

  

当社グループの主要な事業領域である出版流通市場は、書籍・雑誌の販売額が６年連続で前年を下回

るなど、非常に厳しい環境下にあります。このような事業環境のもとで設立２年目を迎える当社は、持

続的で安定的な成長基盤を構築するために、経営統合などによりグループの事業規模拡大を進めるとと

もに、グループ各社の持つノウハウの共有による各事業の効率性向上を図ることに注力してまいりま

す。 

  

当社グループは丸善株式会社および株式会社図書館流通センターに加え、平成22年12月には株式会社

hontoを新規に設立、さらに平成23年２月には株式会社ジュンク堂書店および株式会社雄松堂書店をそ

れぞれとの株式交換により経営統合するとともに、丸善株式会社から分社化した丸善書店株式会社、丸

善出版株式会社を加え、完全子会社の事業会社７社を擁するグループとなります。当社グループでは来

期以降も、これら７社がともに前述の価値観を共有し、グループ各社が持つノウハウの共有や、市場ご

とに 適なブランドを活用することを通じ、各社のシナジー効果を 大化することでグループビジョン

の達成に向けて精励してまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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ＣＨＩグループ株式会社は「知は社会の礎である」という価値観のもと、 良な知の生成・流通と知

的な環境づくりにおいて、革新的な仕組みを創出することを目指し、平成22年２月１日に株式会社図書

館流通センターと丸善株式会社が経営統合し設立いたしました。 

 当社グループの主要事業領域である出版流通市場は、書籍雑誌販売額が６年連続で前年割れをし、一

方で外国企業を含む電子書籍事業への取り組みが話題となるなど、近年大きな環境変化の渦中にありま

す。当社グループでは、この変化に対応するのみならず、これを事業チャンスととらえ、グループの各

事業会社のシナジーを 大化し、成長戦略を構築することが も重要な課題と認識しております。 

 そのため、当社グループでは当期において、同じ価値観を共有する、株式会社ジュンク堂書店、株式

会社雄松堂書店との事業提携の協議をすすめ、平成23年２月１日付けで株式交換により経営統合を行う

ことといたしました。また、各事業領域における体質強化を図るため、丸善株式会社より分社化した丸

善書店株式会社、丸善出版株式会社を平成23年２月１日付けで当社の完全子会社とし、さらには電子書

籍事業への取り組みにあたって、株式会社hontoを平成22年12月24日に設立し、合計７社となる事業会

社を傘下に置く体制の構築をすすめてまいりました。 

 これらの体制のもと、当社グループでは、来期より、店舗事業においては株式会社ジュンク堂書店と

丸善書店株式会社の２社により、それぞれの店舗運営ノウハウの共有と、規模のメリットを活かした、

店舗事業の効率化と収益改善を進めてまいります。 

 また電子書籍への取り組みにおいては、丸善出版株式会社における電子化への取り組みと共に、株式

会社hontoを中心に、当社グループの株式会社図書館流通センターの書籍販売サイト「ビーケーワン」

との連携や当社親会社である大日本印刷株式会社との協力によるネット書店及び電子書籍販売対応への

取り組みを強化してまいります。 

 一方、管理・ガバナンス体制としては、来期より７社体制となるグループ各社の管理について、当社

としてグループマネージメントも重要性を増しております。当社では各事業会社の特性を考慮しつつ、

効果的なガバナンス体制の整備もあわせて進めてまいります。 

 また、平成22年12月に丸善株式会社の書籍販売の業務システム入替に伴い発生したシステムの不具合

では、大学関係を中心とするお客さまへの商品のお届けに遅延を生じ、たいへんなご迷惑をおかけしま

した。当社グループではこれを深く反省し、今後のＩＴガバナンスについての統制強化も図ってまいる

所存です。 

(4) 会社の対処すべき課題
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４【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(平成23年１月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 16,060

受取手形及び売掛金 13,841

商品及び製品 15,052

仕掛品 650

原材料及び貯蔵品 242

前渡金 7,856

繰延税金資産 53

その他 1,287

貸倒引当金 △113

流動資産合計 54,931

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） *1  4,416

工具、器具及び備品（純額） *1  262

土地 5,438

リース資産（純額） *1  584

その他（純額） *1  154

有形固定資産合計 10,856

無形固定資産  

のれん 79

ソフトウエア 4,790

その他 216

無形固定資産合計 5,086

投資その他の資産  

投資有価証券 2,410

その他 4,347

貸倒引当金 △490

投資その他の資産合計 6,267

固定資産合計 22,209

資産合計 77,141
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(単位：百万円)

当連結会計年度 
(平成23年１月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 14,890

短期借入金 *2  20,400

1年内返済予定の長期借入金 266

リース債務 278

前受金 5,114

未払法人税等 413

賞与引当金 180

返品調整引当金 344

ポイント引当金 309

その他 3,032

流動負債合計 45,230

固定負債  

長期借入金 816

リース債務 685

退職給付引当金 3,970

役員退職慰労引当金 166

その他 584

固定負債合計 6,222

負債合計 51,452

純資産の部  

株主資本  

資本金 3,000

資本剰余金 8,482

利益剰余金 14,419

自己株式 △0

株主資本合計 25,901

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △933

少数株主持分 720

純資産合計 25,688

負債純資産合計 77,141
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②【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 115,270

売上原価 88,414

売上総利益 26,856

販売費及び一般管理費  

販売手数料 740

運搬費 1,342

広告宣伝費 911

給料及び手当 9,721

賞与引当金繰入額 309

退職給付費用 715

役員退職慰労引当金繰入額 26

法定福利費 1,395

業務委託費 2,125

賃借料 4,875

ポイント引当金繰入額 179

その他 5,767

販売費及び一般管理費合計 28,112

営業損失（△） △1,255

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 55

為替差益 87

不動産賃貸収入 383

持分法による投資利益 33

その他 307

営業外収益合計 872

営業外費用  

支払利息 162

不動産賃貸費用 223

支払手数料 237

その他 94

営業外費用合計 717

経常損失（△） △1,100

特別利益  

固定資産売却益 *1  1,513

貸倒引当金戻入額 136

その他 18

特別利益合計 1,668
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(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

特別損失  

固定資産除却損 *2  344

減損損失 61

店舗閉鎖損失 112

過年度役員退職慰労引当金繰入額 109

本社移転費用 33

その他 72

特別損失合計 734

税金等調整前当期純損失（△） △166

法人税、住民税及び事業税 452

法人税等調整額 602

法人税等合計 1,054

少数株主利益 52

当期純損失（△） △1,273
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 3,000

当期変動額合計 3,000

当期末残高 3,000

資本剰余金  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 8,482

当期変動額合計 8,482

当期末残高 8,482

利益剰余金  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 15,692

当期純損失（△） △1,273

当期変動額合計 14,419

当期末残高 14,419

自己株式  

前期末残高 －

当期変動額  

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 △0

当期末残高 △0

株主資本合計  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 27,174

当期純損失（△） △1,273

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 25,901

当期末残高 25,901

ＣＨＩグループ㈱（3159）　平成23年１月期　決算短信

－16－



(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △933

当期変動額合計 △933

当期末残高 △933

評価・換算差額等合計  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △933

当期変動額合計 △933

当期末残高 △933

少数株主持分  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 720

当期変動額合計 720

当期末残高 720

純資産合計  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 27,174

当期純損失（△） △1,273

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △212

当期変動額合計 25,688

当期末残高 25,688
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 △166

減価償却費 1,162

減損損失 61

のれん償却額 11

賞与引当金の増減額（△は減少） 62

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38

貸倒引当金の増減額（△は減少） △211

返品調整引当金の増減額（△は減少） △30

ポイント引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △60

支払利息 162

持分法による投資損益（△は益） △33

有形固定資産売却損益（△は益） △1,507

有形固定資産除却損 344

有価証券売却損益（△は益） △1

売上債権の増減額（△は増加） 5,923

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,448

仕入債務の増減額（△は減少） △3,045

前渡金の増減額（△は増加） △7,709

前受金の増減額（△は減少） 4,258

その他 △675

小計 1,951

利息及び配当金の受取額 69

利息の支払額 △157

法人税等の支払額 △314

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,548

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 △486

有形固定資産の売却による収入 1,754

無形固定資産の取得による支出 △2,329

敷金及び保証金の差入による支出 △435

敷金及び保証金の回収による収入 969

その他 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △470
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(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31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） 1,894

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △423

自己株式の取得による支出 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △243

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,405

現金及び現金同等物の期首残高 13,345

現金及び現金同等物の期末残高 *  15,750
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

当連結会計年度
(自  平成22年２月１日
至  平成23年１月31日)

１  連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  28社

連結子会社名は、「2．企業集団

の状況」に記載しているため、省略

しております。

(2)主要な非連結子会社

非 連 結 子 会 社 の Maruzen 

International Co.,Ltd.の総資産、

売上高、利益額及び利益剰余金のう

ち持分に見合う額等の合計額は、連

結会社の総資産、売上高、利益額及

び利益剰余金等の合計額に対してい

ずれも僅少であり、且つ全体として

も連結財務諸表に重要な影響を与え

ていないため、連結の範囲から除外

しております。

２  持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した関連会社数

１社

会社等の名称      

京セラ丸善システムインテグレー

ション㈱

非 連 結 子 会 社 の Maruzen 

International Co.,Ltd.及び関連会

社マイクロメイト岡山㈱他１社の利

益額及び利益剰余金のうち持分に見

合う額等の合計額は、連結会社の利

益額及び利益剰余金等の合計額に対

していずれも僅少であり、且つ全体

としても重要性に乏しいため持分法

を適用しておりません。

３  連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、㈱岩崎書店の

決算日は12月31日であり、連結財務

諸表の作成に際しては、決算財務諸

表をそのまま用いており、連結決算

日との間に生じた重要な取引につい

ては連結上必要な調整を行っており

ます。 

 また、㈱編集工学研究所の決算日

は３月31日でありますが、12月末日

における仮決算を行っております。 

 なお、㈱丸善トライコムにつきま

しては、解散決議を行ったことによ

り、決算日が９月30日となっており

ますが、同社についても12月末日に

おける仮決算を行っております。 

 清算結了いたしました、丸善シス

テムサービス㈱、㈱ケヤキブックス

についても解散決議を行ったことに

より、決算日が９月30日となってお

りましたが、連結決算においては、

清算結了日(平成23年１月26日)まで

の損益を取込んでおります。 
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当連結会計年度
(自  平成22年２月１日
至  平成23年１月31日)

また、丸善ブックメイツ㈱、丸善

メイツ㈱については、解散決議を行

ったことにより、決算日が９月30日

となっており、12月末日における仮

決算を行いましたが、清算結了に伴

う重要な取引が発生しているため、

清算結了日（平成23年１月26日）ま

での損益についても連結決算に取込

んでおります。 

 持分法適用関連会社である京セラ

丸善システムインテグレーション㈱

は決算日が３月31日でありますが、

当社の連結決算日における仮決算を

行っております。 

 

４  会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券

 その他有価証券

 (時価のあるもの）

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算出）によっておりま

す。

 (時価のないもの）

移動平均法による原価法によって
おります。

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

②デリバティブ

   時価法によっております。
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当連結会計年度
(自  平成22年２月１日
至  平成23年１月31日)

③たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな

卸資産

評価基準は原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方

法)によっております。

商品及び製品

売価還元法、 終仕入原価法

及び個別法を採用しておりま

す。

原材料

終仕入原価法を採用してお

ります。

仕掛品

個別法を採用しております。

貯蔵品

終仕入原価法を採用してお

ります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①  有形固定資産(リース資産を除

く)

定率法によっております。但

し、平成10年４月以降に取得した

建物(建物附属設備は除く)につい

ては、定額法を採用しておりま

す。

主要な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 ２年～50年

工具、器具及び備品２年～20年

②  無形固定資産(リース資産を除

く)

    自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間

(５年）に基づく定額法によっ

ております。

その他

 定額法を採用しております。

③ 投資その他資産

  長期前払費用

   定額法を採用しております。
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当連結会計年度
(自  平成22年２月１日
至  平成23年１月31日)

④  リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成21年１月31日以前

のものについては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

②  賞与引当金

従業員の賞与の支給に充当する

ため、支給見込額基準により計上

しております。

③ 返品調整引当金

出版物の返品による損失に備え

るため、返品実績率に基づき計上

しております。

④  ポイント引当金

ポイントカード会員に対して発

行するお買物券及びポイントの使

用に備えるため、当連結会計年度

末時点のポイント及びお買物券の

うち、将来使用されると見込まれ

る額を計上しております。

⑤  退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理

しております。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定率法に

よりそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしてお

ります。
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当連結会計年度
(自  平成22年２月１日
至  平成23年１月31日)

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益への影響はありま

せん。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、当社の連結子会社は内規

に基づく期末要支給額の100%を計

上しております。

(4)重要な外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①  ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しておりま

す。

なお、金利スワップについて

は、特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用して

おります。

②  ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
為替予約、通
貨オプション
取引

外貨建買掛金
及び外貨建予
定取引

金利スワップ 借入金の利息

③  ヘッジ方針

外貨建債務に係る為替変動リス

クに対してヘッジをしておりま

す。 

 また、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取

引を行っております。 
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当連結会計年度
(自  平成22年２月１日
至  平成23年１月31日)

④  ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の契約額等とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、ヘッジ開始時及びその後も

継続して、相場変動を完全に相殺

するものと想定することができる

ため、これをもってヘッジの有効

性判断に代えております。

金利スワップ取引は特例処理の

要件を満たしているため、連結決

算日における有効性の評価を省略

しております。

(6)その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しておりま

す。

５  連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法によってお

ります。

６  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、８年間で均等償却してお

ります。

７  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は手

許現金及び随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

当連結会計年度
(自  平成22年２月１日
至  平成23年１月31日)

(年間一括契約雑誌等商品に係る売上の計上方法の変更)

当社連結子会社である丸善株式会社において年間一括

契約雑誌等商品は従来、顧客との契約締結時に年間分を

一括して売上計上しておりましたが、2011年度版受注分

より発行月、サービス提供時期等、より一層合理的と考

えられる基準に基づき期間按分により売上を計上する方

法に変更しております。

これまで年間一括契約雑誌等商品取引における同社の

役割は、顧客と雑誌およびサービス提供元との間の仲介

的業務を主としていたものの代金の回収リスクを一部負

担していたことから、顧客との契約時に売上計上してお

りました。しかし近年は、商環境の変化により当社の役

割機能が拡大傾向にあり、顧客と発行元との間において

契約期間を通して当社が関わる頻度が増し、契約締結後

のアフターケア業務も増加傾向であることに加えて、当

事業年度において当社基幹システムの再構築に合わせ

て、合理的基準に基づく期間按分による計上システムを

構築したことや、年間を通して全拠点の顧客対応専門の

組織を新設したこと等、管理体制を整備したため、これ

を機に発行月、サービス提供時期等、より一層合理的と

考えられる基準に基づき期間按分により売上計上する方

法に変更いたしました。

この変更により売上高は6,982百万円減少し、売上総

利益が1,309百万円減少し、営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失がそれぞれ1,309百万円増加して

おります。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。

(追加情報)

基幹システム再構築に伴うデータ移行において作業が

遅延したことにより、年間一括契約雑誌等商品の期間按

分計上システムも稼動遅れが生じました。そのため、旧

システムを一部改修しマニュアル集計を実施する等、新

システムを補完することにより計上額を算出いたしまし

た。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度 
(平成23年１月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 7,824百万円

※２ コミットメントライン契約

 当連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであり

ます。

コミットメントラインの総額 22,500百万円

借入実行残高 20,000

差引額 2,500

(連結損益計算書関係)

当連結会計年度
(自 平成22年２月１日
至 平成23年１月31日)

※１ 固定資産売却益の内容

(主な売却物件)

淡路町ビル建設仮勘定 1,351百万円

※２ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 48百万円

工具、器具及び備品 4

リース資産 3

ソフトウエア 284

その他 3

計 344
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当連結会計年度(自  平成22年２月１日  至  平成23年１月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
(注)  前連結会計年度末における株式数は、株式移転による持株会社設立時における株式数であります。 

  
  

２  自己株式に関する事項 

 
(注） 普通株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加639株であります。 

  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 60,128,085 ― ― 60,128,085

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) ― 639 ― 639

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当連結会計年度
(自 平成22年２月１日
至 平成23年１月31日)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 16,060百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △309

現金及び現金同等物 15,750
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当連結会計年度(自 平成22年２月１日 至 平成23年１月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、顧客、販売方法の類似性に基づき区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

（1）文教市場販売事業・・・・・大学等教育研究機関及び公共図書館に対する書籍・コンテンツ等の商品の提

供、並びに内装設備の設計・施工及びその他のサービス提供事業 

（2）店舗・ネット販売事業・・・店舗における書籍・文具等の販売、及びオンライン書店「ビーケーワン」の

運営 

（3）図書館サポート事業・・・・公共図書館、大学図書館を中心とする図書館業務の受託、及び指定管理者制

度による図書館の運営 

（4）出版事業・・・・・・・・・学術専門書、及び児童書並びに図書館向け書籍等の出版業 

（5）その他事業・・・・・・・・文化系小売業の店舗内装の設計・施工に関する事業、及び倉庫業その他の事

業 

  
３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 
  

４  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、年間一括契約雑誌等商品は従

来、顧客との契約締結時に年間分を一括して売上計上しておりましたが、2011年度版受注分より発行月、サ

ービス提供時期等、より一層合理的と考えられる基準に基づき期間按分により売上を計上する方法に変更し

ております。  

  この変更により文教市場販売事業の売上高が69億82百万円減少し、営業損失が13億９百万円増加しており

ます。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

文教市場
販売事業 
(百万円)

店舗・ネ
ット販売
事業 
(百万円)

図書館
サポート
事業 
(百万円)

出版事業
(百万円)

その他事
業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

58,939 34,508 12,108 4,776 4,937 115,270 ― 115,270

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

330 327 0 864 1,568 3,091 △3,091 ―

計 59,269 34,836 12,108 5,641 6,505 118,362 △3,091 115,270

    営業費用 57,754 35,282 11,317 5,194 6,324 115,873 652 116,526

営業利益又は営業損失（△） 1,515 △445 791 446 181 2,488 △3,743 △1,255

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

資産 35,626 20,584 910 6,759 4,683 68,563 8,577 77,141

減価償却費 583 144 ― 10 114 853 317 1,170

減損損失 18 43 ― ― ― 61 ― 61

資本的支出 2,400 277 ― 1 158 2,837 564 3,402

当連結会計年度
(百万円)

主な内容

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額
3,843

提出会社及び子会社の総務・人事・経理部門等の管

理部門に係る費用

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額
17,153

提出会社及び子会社での余資運用資金（現金及び有

価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税

金資産及び管理部門に係る資産等
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      連結会社は全て本国内所在のため、記載事項はありません。 

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

  

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職

給付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 
(注) １株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(開示の省略)

(１株当たり情報)

当連結会計年度
(自 平成22年２月１日
至 平成23年１月31日)

１株当たり純資産額 415円26銭

 
１株当たり当期純損失 21円18銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

当連結会計年度
(自 平成22年２月１日
至 平成23年１月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△） 
（百万円）

△1,273

普通株式に係る当期純損失（△） 
（百万円）

△1,273

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 60,127
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当連結会計年度(自  平成22年２月１日  至  平成23年１月31日) 

 １．株式交換による株式会社ジュンク堂書店の完全子会社化について 

(1)概要  

当社は、平成22年６月29日、株式会社ジュンク堂書店（以下「ジュンク堂」といいます）及び大日本

印刷株式会社（以下「ＤＮＰ」といいます）との間で、当社及びジュンク堂が、平成23年２月１日を期

して、株式交換の方法により、ジュンク堂を当社の連結子会社とする経営統合を進めること等を内容と

する「経営統合に関する合意書」(以下「本合意書」といいます）を締結し、同日、当社及びジュンク堂

は、本合意書に基づき、両者の臨時株主総会による承認を前提として、平成23年２月１日を期して、当

社を完全親会社、ジュンク堂を完全子会社とする株式交換を行うことについて合意し、「株式交換契約

書」を締結いたしました。 

 また、その後同契約は両者の臨時株主総会において承認され、平成23年２月１日に株式交換を完了し

ております。 

(2)株式交換の目的 

出版流通業界は長期に亘って市場の縮小が続いており、また、モバイル・ＰＣ端末に提供されるデジ

タルコンテンツとの新たな競争など、淘汰・変革の渦中にあります。こういった環境下において、当

社、ジュンク堂及びＤＮＰは、丸善、ジュンク堂及びＤＮＰとの平成21年９月29日の業務提携の合意以

来、相互に連携を図りながら、規模のメリットを活用した取引条件の改善やデジタルコンテンツの確

保、新たなインフラ作りに取り組んで参りました。また、業務提携の具体的効果として、ジュンク堂店

舗を活用した丸善外商顧客へのサービス向上や、丸善文具店舗のジュンク堂店舗内への展開等が実現さ

れるようになって参りました。 

  当社、ジュンク堂及びＤＮＰは、これまでの業務提携の取り組み・協議を進める中で規模のメリット

の活用や一部業務のノウハウ共有に止まらず、当社及びジュンク堂を一体としてみた上での選択と集

中、投資効率の向上、一層迅速な経営判断と施策の実行、それらによるサービス力、コスト競争力の強

化による事業採算性向上を図るために、当社とジュンク堂の経営統合が必要であるとの認識に至りまし

た。 

 具体的には、持株会社である当社の下で事業別のグループ企業編成を行い、各グループ子会社に一定

の権限を委譲した上で、統合的なグループ戦略を実行することを想定しております。 

(3)株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容 

①株式交換の方法 

平成23年２月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、ジュンク堂を株式交換完全子

会社とする株式交換を行いました。 

②株式交換に係る割当の内容 

ジュンク堂の普通株式１株につき、当社の普通株式66株を割当交付いたしました。 

(4)株式交換比率の算定根拠 

当社は第三者算定機関としてデロイトトーマツＦＡＳ株式会社に本株式交換に用いられる株式交換比

率の算定を依頼し、当該第三者算定機関による算定結果を参考に、それぞれ各社の財務の状況、資産の

状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、当社及びジュンク堂間で株式交換比率について慎重に

協議を重ねた結果、株式交換比率を決定いたしました。 

 デロイトトーマツＦＡＳは、インカムアプローチ及びマーケットアプローチを採用し、インカムアプ

ローチについては、当社及びジュンク堂の両社にディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法を、マー

ケットアプローチについては、上場会社である当社については市場株価法を、非上場会社であるジュン

ク堂については類似会社比較法を採用し算定を実施いたしました。 

(重要な後発事象)
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 ２．簡易株式交換による株式会社雄松堂書店の完全子会社化について 

(1)概要 

当社は、平成22年10月20日、株式会社雄松堂書店（以下「雄松堂」といいます）及び大日本印刷株式

会社（以下「ＤＮＰ」といいます）との間で、当社及び雄松堂が、平成23 年2 月1 日をもって、当社を

株式交換完全親会社、雄松堂を株式交換完全子会社とする簡易株式交換による経営統合（以下「本経営

統合」といいます。）及び３社間の事業協力を進めることを内容とする「経営統合に関する合意書」

（以下「本合意書」といいます。）を締結し、同日、当社及び雄松堂は、平成23年２月１日を期して、

当社を完全親会社、雄松堂を完全子会社とする簡易株式交換を行うことについて合意し、「株式交換契

約書」を締結いたしました。 

 同契約に基づく、簡易株式交換は平成23年２月１日に完了しております。 

(2)株式交換の目的 

出版流通業界は長期に亘って市場の縮小が続いており、また、モバイル・PC 端末に提供されるデジタ

ルコンテンツとの新たな競争など、淘汰・変革の渦中にあります。このような環境下において、当社、

雄松堂及びＤＮＰは、当社の子会社である丸善株式会社（以下「丸善」といいます。）、雄松堂及びＤ

ＮＰとの平成22年７月１日の業務提携契約の締結以来、各社が保有する洋書の輸入・販売等に関するノ

ウハウ及び経営資源（全国展開する店舗網及びデジタル化に関する技術力などを含みます。）を共有化

し、また３ 社協働で新業態、新商品及び新サービスの企画・開発を行う等の協業体制の構築に取り組ん

で参りました。当該業務提携に基づき、雄松堂と丸善の互いの在庫商品や総代理店商品を互いの顧客に

販売していくことや、丸善の古書展で雄松堂保有商品を販売すること、及び商材の共有やパッケージ

化、デジタル化等の将来に向けた企画を立案していくこと等の協議を進めて参りました。当社、雄松堂

及びＤＮＰは、このような業務提携の取り組み・協議を進める中で「知は社会の礎である」という価値

観を共有し、「知の生成と流通に革新をもたらす」というビジョンの下に、効果的な経営資源のより一

層の活用及び更なる効率的な事業経営を行い、もって事業の競争力の 大化を図るためには、当社と雄

松堂の経営統合が必要であるとの認識に至り、本合意書を締結いたしました。 

当社、ＤＮＰ及び雄松堂は、本経営統合により、日本国内の洋書市場を活性化し、将来的には取次業と

小売業の機能を持つ日本 大の洋書取扱グループの構築を目指し、シナジー効果を追求して参ります。 

(3)株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容 

①株式交換の方法 

平成23年２月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、雄松堂を株式交換完全子会社

とする簡易株式交換を行いました。 

②株式交換に係る割当の内容 

雄松堂の普通株式１株につき、当社の普通株式175株を割当交付いたしました。 

(4)株式交換比率の算定根拠 

当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定に当たって公正性・妥当性を確保する為、当社

及び雄松堂から独立した第三者算定機関に株式交換比率の分析を依頼することとし、デロイトトーマツ

ＦＡＳ株式会社（以下「デロイトトーマツＦＡＳ」といいます。）を第三者算定機関に選定いたしまし

た。 

デロイトトーマツＦＡＳは、インカムアプローチ及びマーケットアプローチを採用し、インカムアプロ

ーチについては、当社及び雄松堂の両社にディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法を、マーケット

アプローチについては、上場会社である当社については市場株価法を、非上場会社である雄松堂につい

ては類似会社比較法を採用し算定を実施しました。 

 ３．東北地方太平洋沖地震の影響について 

平成23年３月11日に発生した東北太平洋沖地震により、当社グループの東北地方、及び関東地方の一

部営業拠点については営業を休止しております。同地域の一部店舗につきましても、器物損壊等の被害

が発生しており、一時営業休止または部分営業となっております。また、当社グループの物流関連につ

いては、首都圏での計画停電の影響も受けておりますことから、一部配送困難な状況あるいは配送遅延

を生じております。 

 震災による直接的物的損害につきましては限定的であると考えておりますが、経済環境、市場環境へ

の影響も含め、次期以降の当社グループ財政状態、経営成績に与える影響については調査中でありま

す。 

 当社グループでは、引続き安全確保に注力しつつ、早期に正常化すべく全力で取組んでまいります。 
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５【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

当事業年度 
(平成23年１月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 79

仕掛品 65

短期貸付金 20,000

未収入金 557

未収還付法人税等 110

その他 26

流動資産合計 20,839

固定資産  

無形固定資産  

ソフトウエア 11

無形固定資産合計 11

投資その他の資産  

投資有価証券 88

関係会社株式 27,557

その他 0

投資その他の資産合計 27,646

固定資産合計 27,658

資産合計 48,497

負債の部  

流動負債  

短期借入金 20,850

未払金 545

未払法人税等 3

賞与引当金 9

その他 5

流動負債合計 21,413

固定負債  

退職給付引当金 47

固定負債合計 47

負債合計 21,461
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(単位：百万円)

当事業年度 
(平成23年１月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 3,000

資本剰余金  

資本準備金 3,000

その他資本剰余金 21,457

資本剰余金合計 24,457

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 △421

利益剰余金合計 △421

自己株式 △0

株主資本合計 27,035

純資産合計 27,035

負債純資産合計 48,497
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②【損益計算書】 

(単位：百万円)

当事業年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

営業収益  

経営指導料 229

営業費用  

販売費及び一般管理費  

役員報酬 31

給料及び手当 82

賞与引当金繰入額 9

退職給付費用 6

減価償却費 2

支払手数料 318

その他 56

販売費及び一般管理費合計 507

営業損失（△） △278

営業外収益  

受取利息 139

その他 34

営業外収益合計 174

営業外費用  

支払利息 92

支払手数料 190

創立費償却 43

営業外費用合計 326

経常損失（△） △430

税引前当期純損失（△） △430

法人税、住民税及び事業税 △8

法人税等調整額 －

法人税等合計 △8

当期純損失（△） △421
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

当事業年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 3,000

当期変動額合計 3,000

当期末残高 3,000

資本剰余金  

資本準備金  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 3,000

当期変動額合計 3,000

当期末残高 3,000

その他資本剰余金  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 21,457

当期変動額合計 21,457

当期末残高 21,457

資本剰余金合計  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 24,457

当期変動額合計 24,457

当期末残高 24,457

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  

前期末残高 －

当期変動額  

当期純損失（△） △421

当期変動額合計 △421

当期末残高 △421

利益剰余金合計  

前期末残高 －

当期変動額  

当期純損失（△） △421

当期変動額合計 △421

当期末残高 △421
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(単位：百万円)

当事業年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

自己株式  

前期末残高 －

当期変動額  

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 △0

当期末残高 △0

株主資本合計  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 27,457

当期純損失（△） △421

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 27,035

当期末残高 27,035

純資産合計  

前期末残高 －

当期変動額  

株式移転による増加 27,457

当期純損失（△） △421

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 27,035

当期末残高 27,035
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該当事項はありません。 

  

(2)【継続企業の前提に関する注記】
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

ＣＨＩグループ㈱（3159）　平成23年１月期　決算短信

－40－


	平成23年１月期決算短信サマリ.pdf
	決算短信



