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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3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 ％

24年3月期 75,716 3.2 3,432 24.9 3,803 20.4 1,867 228.6
23年3月期 73,345 3.2 2,748 △2.2 3,157 0.6 568 △58.8

（注）包括利益 24年3月期 1,858百万円 （299.9％） 23年3月期 464百万円 （△65.9％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 102.41 ― 13.8 9.9 4.5
23年3月期 31.57 ― 4.5 8.3 3.7

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  △2百万円 23年3月期  △4百万円

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

24年3月期 37,983 14,386 37.9 784.19
23年3月期 39,107 12,738 32.6 703.19

（参考） 自己資本   24年3月期  14,386百万円 23年3月期  12,738百万円

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

24年3月期 4,983 △1,304 △4,336 5,851
23年3月期 3,544 △2,070 264 6,505

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― ― ― 22.00 22.00 398 69.7 3.1
24年3月期 ― ― ― 25.00 25.00 458 24.4 3.4
25年3月期(予想) ― ― ― 25.00 25.00 27.0

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 38,000 3.4 950 △34.1 1,100 △31.5 700 △10.6 38.16
通期 80,000 5.7 3,200 △6.8 3,500 △8.0 1,700 △9.0 92.66



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 19,473,200 株 23年3月期 19,473,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期 1,127,382 株 23年3月期 1,358,682 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 18,232,491 株 23年3月期 17,999,222 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査手続は終了しておりま
せん。 

※ 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業績見通し等の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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記予想に関する事項に関しては、【添付資料】P.2「(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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 (1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度の概況 

 当社グループは「ご家庭で不要となったものを、新しい持ち主のために役立てる」という「リユース業」を中核事

業として、書籍やCD、子供用品、洋服やスポーツ用品など様々なジャンルのリユースに取り組んでまいりました。  

 今後も引続き『ものを捨てたくない人が、捨てない生活をするためのインフラとしての役割を果たすブックオフ』

＝『捨てない人のブックオフ』を事業ミッションとして、様々なもののリユースを通じて循環型社会の実現に取り組

んでまいります。 

 このような経営方針の下、「BOOKOFF」を中心とした総合リユースへの事業拡大を目指し、大型複合店「BOOKOFF 

SUPER BAZAAR」と「BOOKOFF」都市型大型店を当社グループの中核パッケージとして出店促進を図っており、当連結

会計年度において、「BOOKOFF SUPER BAZAAR」を５館出店しました。 

 経営課題としている収益力向上に対して、粗利率向上と販売費及び一般管理費の削減を進めてまいりました。  

 粗利率は、前連結会計年度に引き続き商品別の需給バランスを考慮した販売・買取価格の調整、在庫水準の見直し

を行うことで向上いたしました。 

 販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に行った全社的な取り組みによるコスト削減効果に加え店舗運営コスト

を中心に削減する一方、ブックオフ事業及びパッケージメディア事業の既存店の売上減少や、什器、備品への投資等

が影響し、売上高に対する比率は前年とほぼ同水準となりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高75,716百万円（前連結会計年度比3.2%増）、営業利益3,432百万

円（同24.9%増）、経常利益3,803百万円（同20.4%増）、当期純利益1,867百万円（同228.6%増）となりました。 

 当期純利益が前連結会計年度に比べ大きく増加した要因は、経常利益の増加に加え、前連結会計年度において資産

除去債務会計基準の適用に伴う影響額626百万円、災害損失及び災害損失引当金繰入額275百万円を計上したことによ

るものです。 

  

 各セグメント別の売上状況は以下のとおりです。 

  

（ブックオフ事業） 

 当セグメントの当連結会計年度業績は、売上高52,027百万円（前連結会計年度比4.1%増）となりました。 

 当連結会計年度の出店は、グループ直営店17店舗、FC加盟店14店舗となりました（閉店はグループ直営店14店舗、

FC加盟店17店舗）。  

 販売単価の見直しを行ったCD、DVDの売上減少が影響し、既存店売上高は前連結会計年度に比べ減少しましたが、

新規出店やFC加盟店からの店舗譲受け、オンライン事業の売上増加に加えて、トレーディングカードの取扱店舗の拡

大も寄与し、増収となりました。 

 需給バランスを考慮した販売・買取価格の調整、在庫水準の見直しを重点施策として取り組んできたCD、DVDの粗

利率は前連結会計年度に比べ上昇しましたが、販促施策強化に伴い書籍の粗利率が前年を下回った結果、粗利率は前

連結会計年度と同水準となりました。 

   

（リユース事業） 

 当セグメントの当連結会計年度業績は、売上高11,117百万円（前連結会計年度比13.9%増）となりました。 

 当連結会計年度の出店は、グループ直営店10店舗となりました（閉店はグループ直営店32店舗（うち、同一建物内

の複数店舗を１つの屋号に統合したことによる閉店21店舗）、FC加盟店11店舗）。 

 新規出店による売上が寄与し、増収となりました。 

 売上構成の半数を占める衣料品に注力し、需給バランスを考慮した販売・買取価格の調整、在庫水準の見直しを重

点施策として取り組んできた結果、粗利率は前連結会計年度に比べ上昇しました。 

  

（パッケージメディア事業） 

 当セグメントの当連結会計年度業績は、売上高12,142百万円（前連結会計年度比6.2%減）となりました。 

 当連結会計年度の出店は、グループ直営店１店舗となりました（閉店はグループ直営店１店舗）。 

 「TSUTAYA」店舗は競合環境が厳しい中、売上高は前連結会計年度に比べ減少しました。新刊書店事業は「東日本

大震災」以降既存店売上が減少したこと、不採算店舗の閉鎖を進めてきたことにより、売上高は前連結会計年度に比

べ減少しました。 

  

（その他） 

 当セグメントの当連結会計年度業績は、売上高429百万円（前連結会計年度比32.7%減）となりました。 

 当連結会計年度の出店はありませんでした（閉店はグループ直営店３店舗）。 

１．経営成績
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 【業績推移】                              

                                                                 （単位：百万円） 

                                                               （百万円未満切捨て） 

  

【セグメント別出退店推移】  

（参考情報：セグメント別出退店） 

  

   
2011/3期 

（平成23年3月期） 

2012/3期 

（平成24年3月期） 

売上高  73,345    75,716

  ブックオフ事業  50,001  52,027

   直営店売上  44,568  46,222

   オンライン事業売上  2,517  2,966

   FC加盟店への売上  761  734

   その他役務収益  2,154  2,104

  リユース事業  9,761  11,117

  パッケージメディア事業  12,943  12,142

  その他  638  429

営業利益 2,748  3,432

経常利益 3,157  3,803

特別利益  139  190

特別損失  1,628  547

税金等調整前純利益  1,668  3,446

当期純利益  568    1,867

     （単位：店）

    
2011/3期 2012/3期 

(平成23年3月期)  (平成24年3月期)  

    出店 退店 出店 退店 

ブックオフ事業 
グループ 30 11 17 14

FC加盟店 18 42 14 17

リユース事業 
グループ 11 20 10 32

FC加盟店 0 3 0 11

パッケージ 

メディア事業 

グループ 2 5 1 1

FC加盟店 - - - -

その他 
グループ 0 2 0 3

FC加盟店  - - - -

出退店合計 
グループ 43 38 28 50

FC加盟店 18 45 14 28

期末店舗数 
グループ  487  465

FC加盟店  603  589
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 次期（平成25年３月期）の見通し 

（全般的見通し） 

 当社グループは、リユースのインフラとなるべく、衣料品やスポーツ用品等のリユース商材を「BOOKOFF」店舗に組

み合わせた大型複合店「BOOKOFF SUPER BAZAAR」と「BOOKOFF」都市型大型店を中心に出店を進めてまいります。

「BOOKOFF SUPER BAZAAR」は、複合することでの商材や顧客層の広がりを収益の拡大に繋げていく考えであり、次期は

７館の出店を計画しております。 

 これら大型店の出店加速に伴う出店費用の増加に加え、東京電力管轄内における電気料金の値上げや新POSシステム

のFC加盟店への全店導入に伴う費用、中古携帯電話を全国の「BOOKOFF」店舗にて取り扱いを広げることに要する先行

費用が影響し、販売費及び一般管理費が増加する見込みです。 

 これらの結果、連結業績見通しについては、売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当

期純利益 百万円を見込んでおります。 

  

（セグメント別の見通し） 

（ブックオフ事業） 

 平成25年３月期の出店は、大型複合店「BOOKOFF SUPER BAZAAR」７館、「BOOKOFF」都市型大型店２店の出店を見込

んでおります。既存店は、仕入した商品を 大の売上につなげるために販売価格や販売促進の施策見直しを行います。

また、中高年層をターゲットとしたブランディング施策やトレーディングカード、中古携帯電話の取り扱いを拡大する

ことにより、新規利用の客数増加につなげてまいります。 

 オンライン事業につきましては、ECサイト「BOOKOFF Online」の業績が引き続き好調のため、継続的な投資を行うこ

とによって次期についても増収を見込んでおります。他のECサイトとの連携を図ることによって利用客数の増加を図り

ます。 

 以上により、当セグメントの売上高は、 百万円を見込んでおります。 

（リユース事業） 

 平成25年３月期の出店は、大型複合店「BOOKOFF SUPER BAZAAR」７館の出店を見込んでおります。 

 「BOOKOFF SUPER BAZAAR」内のリユース事業の収益性が安定してきたことに伴い、積極的な出店による増収増益を図

ります。集客力の高い「BOOKOFF」を核とした「BOOKOFF SUPER BAZAAR」の出店を加速させることでリユース市場にお

けるシェア拡大を進めてまいります。 

 以上により、当セグメントの売上高は、 百万円を見込んでおります。 

（パッケージメディア事業） 

 「TSUTAYA」店舗は、CD、DVD等音楽映像ソフトの一次流通市場の縮小や競合激化に伴うレンタル利用単価下落の影響

により売上が減少いたしますが、引き続き販売費及び一般管理費の削減で売上減少をカバーしていく考えです。 

 以上により、当セグメントの売上高は、 百万円を見込んでおります。  

（その他） 

 当セグメントの売上高は、 百万円を見込んでおります。    

  

 【連結業績見通し】 

 （単位：百万円）

 （百万円未満切捨て）

  

80,000 3,200 3,500

1,700

54,400

13,500

11,700

400

  
2012/3期 

（平成24年3月期） 

2013/3期（見通し） 

（平成25年3月期） 
増減額 増減率（％）  

 売上高 75,716 80,000 4,283 5.7

 営業利益 3,432 3,200 △232 △6.8

 経常利益 3,803 3,500 △303 △8.0

 当期純利益 1,867 1,700 △167 △9.0
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(2）財政状態に関する分析 

①当連結会計年度の資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当連結会計年度における流動資産の残高は18,766百万円（前連結会計年度末は19,333百万円）となり、567百万円

減少しました。業容の拡大に伴い商品が108百万円増加、受取手形及び売掛金が83百万円増加した一方で、現金及び

預金が780百万円減少したことが主な要因です。 

（固定資産） 

 当連結会計年度における固定資産の残高は19,217百万円（前連結会計年度末は19,773百万円）となり、556百万円

減少しました。出店投資等による資産の取得がありましたが、減価償却や除却等により有形固定資産が150百万円減

少、無形固定資産が417百万円減少したことが主な要因です。  

（負債） 

 当連結会計年度における負債残高は23,596百万円（前連結会計年度末は26,369百万円）となり、2,772百万円減少

しました。出店投資等によりリース債務が130百万円増加する一方、長短借入金が2,825百万円減少したことが主な要

因です。 

（純資産） 

 当連結会計年度における純資産残高は14,386百万円（前連結会計年度末は12,738百万円）となり、1,648百万円増

加しました。剰余金の配当を行った一方、当期純利益が計上されたことにより利益剰余金が1,479百万円増加したこ

と、また「ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託」より当社従業員持株会への株式売却が進んだことに

より自己株式が204百万円減少したことが主な要因です。 

  

 ②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

 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、前連結会計年度末に比べ 百

万円減少し 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変動要因は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、増加した資金は 百万円（前連結会計年度は 百万円）となりました。これは、税金等調

整前当期純利益 百万円や減価償却費 百万円、のれん償却 百万円、減損損失357百万円、未払消費税等の

未払金増加349百円等により資金が増加した一方、法人税等の支払額 百万円等により資金が減少したことが主な

要因です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は 百万円（前連結会計年度は 百万円）となりました。これは、閉店等に

よる差入保証金の減少423百万円があった一方、新規出店等に伴う有形固定資産の取得738百万円、差入保証金の増加

615百万円、POSシステムへの追加投資等による無形固定資産の取得187百万円、FC加盟店から店舗譲受けによる支出

76百万円があったことが主な要因です。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は 百万円減少（前連結会計年度は264百万円増加）しました。これは、長短借入金の純

額が返済により2,825百万円減少したことに加え、長期未払金やリース債務の返済による支出 百万円、配当金の

支払による支出 百万円があったことが主な要因です。 

  

<自己資本比率、時価ベースの自己資本比率、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオの推移>  

   （注）  自己資本比率（％）          ：自己資本/総資産 

        時価ベースの自己資本比率（％）    ：株式時価総額/総資産 

        債務償還年数（年）          ：有利子負債/営業活動によるキャッシュフロー 

          有利子負債は、短期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、長期借入金、長期未払金の合計としております。  

        インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）：営業活動によるキャッシュフロー/利払い 

654

5,851

4,983 3,544

3,446 2,058 350

1,607

1,304 2,070

4,336

1,272

398

  
2010/3期 

（平成22年3月期） 

2011/3期 

（平成23年3月期） 

2012/3期 

（平成24年3月期） 

 自己資本比率（％） 34.8 32.6 37.9 

 時価ベースの自己資本比率（％） 48.7 30.2 40.0 

 債務償還年数（年） 3.7 5.0 2.9 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.9 13.0 20.2 
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 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・来期の配当 

 当社は、利益配分を経営の 重要事項の１つと認識しております。 

 連結純利益に対する配当性向は25％程度を目処とする方針です。 

 当社としては持続的な業績向上を通じた増配を目指しつつ、内部留保については、財務体質の強化と将来の事業基盤

強化に繋がる戦略的投資に対して有効に活用してまいりたいと考えております。 

 当連結会計年度（平成24年３月期）の配当金は、期初計画では一株当たり22円としておりましたが、平成24年３月期

の連結業績が増収増益を達成し、連結純利益が期初計画に対して16.7％の増益となったことから、３円増額し一株当た

り25円といたします（配当性向（連結）：24.4％）。次期は、引き続き目標とする配当性向25％程度とするために、当

連結会計年度と同じ１株当たり25円を予定いたします。 

  (4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財務状態等に影響を及ぼす可能性のある事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及

ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社および当社子会社）が判断したも

のであります。  

  

 ① 事業内容と運営について 

 [１] 当社グループにおける事業別（セグメント別）の収益動向について 

当社グループの主な事業は、『ブックオフ事業』、『リユース事業』、『パッケージメディア事業』の３つに

区分しております。 

『ブックオフ事業』は、中古の本、CD、DVD、ゲームソフト等の買取、販売を行う「BOOKOFF（ブックオフ）」

店舗及び中古の玩具、トレーディングカード等の買取、販売を行う「B・Hobby（ビー・ホビー）」店舗から構成

されております。「BOOKOFF」は、日本全国に加え、海外４ヶ国（米国、カナダ、フランス、韓国）にて当社直営

（以下、「直営」）及びフランチャイズ（以下、「FC」）の２形式で店舗展開しているほか、オンライン上では

ECサイト「BOOKOFF Online」を展開しております。 

『リユース事業』は、「BOOKOFF」で培った店舗運営ノウハウを活かし、中古の子供用品、婦人服、スポーツ用

品、アクセサリー類等の買取、販売を行う店舗の運営を行っているほか、株式会社ハードオフコーポレーション

のフランチャイジーとして、パソコンやオーディオ・ビジュアル等の買取、販売を行う「HARDOFF（ハードオ

フ）」店舗の運営を行っております。 

『パッケージメディア事業』は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、「CCC」）のフランチ

ャイジーとして、DVD・CD等のレンタルショップ「TSUTAYA（ツタヤ）」の運営を行っているほか、当社グループ

直営の新刊書店である「流水書房」、「青山ブックセンター」、「yc-vox」の運営を行っております。 

現在、当社グループは、「BOOKOFF」を中心とした総合リユースへの事業拡大を目指し、大型複合店「BOOKOFF 

SUPER BAZAAR」の展開に注力しております。「BOOKOFF SUPER BAZAAR」内のリユース事業に区分される各店舗の

収益の立ち上りは早期化の傾向にありますが、事業の知名度や扱う商材に関するリユースの浸透度の低さ等から

「BOOKOFF」店舗と比較して収益の安定化には一定の時間を要する傾向があり、物件あたりの投資金額も

「BOOKOFF」店舗と比較して大きいことから、事業の展開状況によっては当社グループの経営成績及び財務状況が

影響を受ける可能性があります。 

  

 [２] 中古品の仕入と在庫のコントロールについて 

 当社グループにおける仕入は、各店舗商圏内の個人顧客からの買取がその大半を占めております。そのため、

店舗設計や運営マニュアル・研修・広告宣伝等、ハード・ソフトの両面で顧客が来店しやすいような工夫をし、

各店舗で商品が安定的に確保できる体制を整えているほか、店舗のスタッフが顧客の自宅に出向いて買取を行う

「出張買取」や運送業者が顧客の自宅まで集荷に伺う「宅本便」等の方法にて顧客の来店なしに買取が行える体

制を構築しております。 

 しかしながら、書籍やCD・DVD等の一次流通市場の動向（電子化によりパッケージメディアの一次流通市場が縮

小する可能性を含む）や競合状況等が商品の仕入に影響を及ぼす可能性があり、必ずしも将来にわたって中古品

を質量ともに安定的に確保できるというわけではありません。中古品の仕入状況によっては商品不足による販売

機会ロス等が生じ、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 また、中古品は新品と異なり、仕入量の調節が難しいという性質を有しております。当社グループが過剰に大

量の商品を仕入れた場合には、在庫の増加やロス率の上昇などが生じ、当社グループの経営成績及び財務状況が

影響を受ける可能性があります。  
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 [３] 「人財」育成について 

 当社グループでは、「人は財産である」との思いから当社グループに在籍する従業員を「人財」と呼称してお

ります。「人財」育成の観点から、各店舗の店長に，パート・アルバイトスタッフの採用・育成・評価、宣伝広

告、販売促進、売場レイアウトなど、店舗運営に関わる事項について幅広く権限を委譲しております。こうした

施策は店舗運営の巧拙や店舗のサービス水準により店舗の業績が変動する環境の中で、店長として経験を積むこ

とによって、人事、店舗オペレーション、計数管理の全てに対してバランスのとれた「人財」の育成を目指して

いるためであります。但し、当社グループにおいて展開するブックオフ事業、リユース事業は、各店舗単位で仕

入から販売までの一切のオペレーションが完結しており、店舗のサービス水準が直接商品仕入の増減に結びつ

き、結果的に売上の増減にも大きな影響を及ぼすという特性があるため、「人財」の成長度合いによっては、店

舗運営水準が左右され、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、当社グループの積極的な店舗展開においても、必要な「人財」の確保と早期育成が重要な経営課題と認

識しております。研修制度の充実等により早期の「人財」育成を図っておりますが、出店計画に見合った「人

財」の確保（採用）、育成が計画通りに進まない場合には、想定通りの店舗展開が行われず、当社グループの経

営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

 [４] 出店政策について 

当社グループは、「捨てない人のインフラをつくるカンパニー」を目指し、「BOOKOFF」にリユース事業の各店

舗を組み合わせた大型複合店「BOOKOFF SUPER BAZAAR」と、都内や政令指定都市を対象とした「BOOKOFF」大型店

を中心に出店をしてまいります。 

今後も店舗数、売場面積の拡大を図るため、店舗開発部門を通じて機動的な店舗開発を行う方針であります

が、不動産市況等により出店条件に合致した物件を確保できない場合や「大規模小売店舗立地法」等による出店

調整等の規制によって出店計画に変更が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財務状況が影響を受ける

可能性があります。 

  

 [５] フランチャイズ（FC）展開について 

 当社グループは、「BOOKOFF」を中心としたリユース店舗をフランチャイズ方式で展開しております。当社はFC

加盟店との相互繁栄を目指し、全国に支店を配し、各支店にFC加盟店への支援を行う支店長とスーパーバイザー

を配置しております。加えてFC加盟店の店長、社員及びパート・アルバイトスタッフに対する研修制度や、当社

から店長を派遣して店舗運営を行う「出向」、効率的な店舗運営を図るべくFC加盟店に当社の直営店を譲渡する

「店舗移管」、FC加盟店の店舗を当社が買取る「店舗受管」といった支援策をとっております。また、FC加盟店

との間で、経営理念や店舗、人財への思いを共有することが も重要な施策であると考え、今後もFC本部として

FC加盟店とのコミュニケーションを重視する方針です。 

 ただし、FC加盟店の出店に際して出店条件に合致した物件の確保ができず、出店数や出店時期が当社の計画通

りに進まない場合には当社の経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社はFC加盟店に対する店舗の

運営指導等を行っておりますが、当社グループのFC本部としての機能に対する評価が不十分なものとなること

や、当社に起因しないFC加盟店側の諸事情の発生等により、FC加盟店側が出店計画を見直す可能性もあり、そう

した見直しが生じた場合には当社の計画通りに出店数が確保されずに当社グループの経営成績に影響を与える可

能性があります。 

  

  [６] ブックオフオンライン株式会社について  

 当社グループは、当社の連結子会社であるブックオフオンライン株式会社にて、書籍やCD・DVD等をインターネ

ットを通じて販売するサービス「BOOKOFF Online」を平成19年８月に開始いたしました。現在までのところ確実

に売上を伸ばしておりますが、更なる規模拡大のためには倉庫増床やシステム増強などの大きな追加投資が必要

となる場合があります。その他、システムトラブルで長時間にわたりサーバーがダウンした場合等は直接的に収

益や信用を毀損し、当社グループ及びブックオフオンライン株式会社の経営成績及び財政状況が影響を受ける可

能性があります。 

 なお、当社のFC加盟店であったネットオフ株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役：黒田武志）と締結し

ていた「eBOOKOFF」等の標章の使用に関するライセンス契約は、平成24年3月の期限満了をもって終了しておりま

す。「eBOOKOFF」というサイト名称での展開は終了しておりますが、同社の事業活動により当社グループ及びブ

ックオフオンライン株式会社の経営成績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。 

  

  [７] 海外での店舗展開について 

 当社グループは、米国、カナダ、韓国、フランスの４ヶ国にて、当社が各国に設立した海外現地法人を通じて

合計11店舗の「BOOKOFF」を展開しております（FC加盟店店舗除く：平成24年３月末現在）。 

 各店舗単位では概ね収益を確保しておりますが、各国毎に文化・慣習が異なるうえ、国内に比して「BOOKOFF」
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の知名度は低く店舗数も少ないことから、各現地法人の維持費用（管理部門コストなど）を完全に吸収し、投資

回収を進める水準にまで収益性が向上するには、相応の時間を要することが見込まれます。各現地法人では「日

本の書籍を輸出し、現地で販売する」から「現地の本を、現地で買い取り、現地で売る」へビジネスモデルの転

換を図りつつ、既存店の収益向上による投資回収を漸次進めておりますが、今後の営業状況や出店動向によって

は投資回収が更に長期化する可能性があり、その回収状況によっては当社グループの経営成績及び財政状態が影

響を受ける可能性があります。 

 なお、海外現地法人のうち当社の連結子会社であるBOOKOFF CANADA TRADING INC.が566千カナダドル、

BOOKOFF KOREA INC.が109百万ウォンの債務超過状態にあります（平成24年２月末現在）。 

  

  [８] 新刊書店事業について 

 当社グループは、当社と当社の連結子会社であるブックオフメディア株式会社及び青山ブックセンター株式会

社にて新刊書店を運営しております。同事業は委託販売（返品制）が殆どであり在庫リスクは低いものの、初期

商品への在庫投資は大きく、利益率は低いため、投資回収期間が長期にわたる傾向があります。なお、青山ブッ

クセンター株式会社は、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てを行っていた株式会社洋販ブックサービス

よりその事業を譲り受けるために当社の100％子会社として平成20年11月に設立し、新刊書店である「青山ブック

センター」及び「流水書房」を７店舗運営しております。 

 同社は不採算店の整理を進める一方、商品力の向上、店舗オペレーションの効率化などを通じた既存店の収益

改善により投資回収を進める計画ですが、今後の営業状況や出店動向によっては投資回収が更に長期化する可能

性があり、その回収状況によっては当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

 なお、ブックオフメディア株式会社は平成24年４月１日付けでブラスメディアコーポレーション株式会社に商

号変更し、青山ブックセンター株式会社を吸収合併、当社から新刊書店等の事業譲受けを行っております。  

  

  [９] TSUTAYA事業について 

 当社グループは、当社の連結子会社であるブックオフメディア株式会社にてカルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ株式会社のフランチャイジーとして、DVD・CD等のレンタルショップ「TSUTAYA（ツタヤ）」を33店舗運営し

ております。（平成24年３月末現在） 

 ビデオレンタルの事業環境は、発売されるコンテンツの成否によって影響を受ける傾向にあり、近年音楽ソフ

ト、映像ソフトのインターネット配信の拡大による一次流通市場の縮小や他社との競合等により、低価格化の流

れが進んでいる状況にあります。このような状況下において今後発売されるコンテンツが質、量ともに低下した

場合やレンタルの提供価格が著しく低下する状況が続いた場合には当社グループの経営成績及び財政状態が影響

を受ける可能性があります。 

 なお、ブックオフメディア株式会社は平成24年４月１日付けでブラスメディアコーポレーション株式会社に商

号変更をしております。 

  

 [10] コンプライアンス体制について 

 当社グループは、国内外の法令遵守と社会規範の尊重とを目的として、内部監査体制の整備を進め、コンプラ

イアンス管理委員会を常設機関とするなどして、グループ全体の意識向上を通じたコンプライアンスの徹底を図

っております。 

 しかしながら、将来管理体制上の問題が発生する可能性は皆無ではなく、その場合、社会的信用の低下に伴う

売上高の減少等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

 ② 法的規制について 

  [１] 再販売価格維持制度について 

 当社グループが展開するブックオフ事業における主力商品である書籍やCDは、いずれも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」）の適用が除外された著作物であり、再販売価格維持制度

（以下、「再販制度」）のもとで一次流通市場を形成しております。将来、独占禁止法や再販制度の見直しが実

施された場合は、各商品の流通システムが大きく変わることが予想されますが、当社事業及び当社グループの経

営成績に与える影響は現段階では予測困難です。 

  

  [２] 古物営業法に関する規制について 

 当社グループの取り扱うリユース商品は、「古物営業法」に定められた「古物」に該当するため、同法による

規制を受けております。監督官庁は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会であり、同法及び関連法令に

よる規制の要旨は次のとおりであります。 

  ・古物の売買または交換を行う営業を営む場合には、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなけ
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ればならない。（同法第３条） 

  ・古物の買取金額が１万円以上の場合及び中古の書籍、CD・DVD等及びゲームソフトの買取を行う場合は、相手

方の真偽を確認するため、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認するか、またはこれらが記載された文書

の交付を受けなければならない。（同法第15条） 

  ・上記の相手方確認義務を履行すべき買取取引の場合は、取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相

手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿等に記載しなければならない。（同法第16条。ただし、通達によ

り、「書籍」の特徴の記載については緩和措置が認められております。） 

 なお、一般顧客から買い取った商品が盗品または遺失物であると判明した場合は、民法の規定により、２年以

内であればこれを無償で被害者等に回復することとされております。当社グループでは、古物買取時の相手方確

認や、帳簿等への記載及びその保管など、古物営業法に基づく取引記録の確認・保管措置を適切に実施してお

り、盗品の買い取りが判明した場合は、被害者に対する無償回復に適法に対応できる体制を敷いております。 

当社グループにおいてはこれまで、当該規制によって著しい損害が発生したという事実はありませんが、法的

規制への対応状況が事業運営面に与える影響に鑑み、法令遵守体制の確立・維持を今後も当社グループの課題と

して取り組んでまいります。 

  

  [３] 各都道府県の条例について 

 当社グループは、各都道府県が定める条例により規制を受けております。当該条例は地域の特性等を考慮のう

え定められており、地域環境の変化により内容の強化等改正がなされることも考えられます。なお、当社本店所

在地である神奈川県の「神奈川県青少年保護育成条例」において、当社に関連する主な条項の概略は次のとおり

であります。 

 ・青少年（18歳未満）から古物を買い取る場合には保護者の同意を必要とする。 

 当社は、条例の趣旨に則り、青少年の健全な育成の観点から、定められた条例を遵守し、地域の秩序が守られ

るよう取り組んでまいります。 

  

  [４] 短時間労働者(パートタイマー等)への厚生年金の適用拡大について 

 現在、当社グループでは、原則１～２名の社員と学生や主婦を中心としたパート・アルバイトスタッフで店舗

を運営しており、多くの短時間労働者を雇用しております（平成24年３月末時点での当社グループ短時間労働者

雇用者数：9,075人）。今後、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合等には、当社グループが負担する保険料

及び労務管理費用の増加などが発生し、当社グループの店舗運営や経営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

  [５] 個人情報の管理について 

 当社グループでは、商品を買い受ける際、古物営業法に基づき、顧客の住所、氏名、職業、年齢が記載された

文書の交付を受けるなどして当該顧客の個人情報を取得しますが、これらの個人情報については、施錠管理が施

されたキャビネット等に保管するなどして厳重に管理しております。 

 また、当社グループが個人顧客から買取する商品の中には個人情報が保存できる商品があり、これらの商品に

ついては顧客からの買取前に個人情報の削除をお願いしていることに加え、買取後も当社グループもしくは取引

業者を利用して商品内の情報の有無の確認と保存されていた情報を適切に削除するオペレーションを行っており

ます。 

 当社グループでは、「個人情報の保護に関する法律」の規定及びその趣旨に基づき、社内管理体制やFC加盟店

への教育指導、外部からの不正アクセス等に対する対策などを強化して、情報セキュリティマネジメントの向上

を図り、個人情報の取り扱いに関し細心の注意を払うとともに、個人情報の漏洩防止に努めております。 

 しかしながら、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、当該個人から損害賠償請求等がなされる可能性

があるうえ、社会的信用の低下に伴う売上高の減少等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性が

あります。 

  

 ③ 差入保証金について 

 当社グループにおける直営店出店は賃借による方法を基本としており、店舗用建物の契約時に賃貸人に対し敷金保

証金を差し入れております。差入保証金の残高は、連結ベースで平成24年３月期末において8,480百万円（連結総資

産に対して22.3％）であります。 

 当該保証金は期間満了等による契約解消時に契約に従い返還されることになっておりますが、賃貸人の経済的破綻

等によりその一部または全額が回収できなくなる可能性があります。また、契約満了前に中途解約した場合には契約

内容に従い契約違約金の支払が必要となる場合があります。 
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 ④ 自然災害について 

当社グループは、日本全国、海外４ヶ国（米国、カナダ、フランス、韓国）に店舗の展開をしているほか、

「BOOKOFF Online」の倉庫拠点を神奈川県に構えております。大規模な自然災害等により店舗、倉庫及び商品に被害

を受けた場合、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

  

 ⑤ 信託型従業員持株インセンティブ・プランについて 

 当社は、平成22年２月16日の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上への

インセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下、「当プラン」）の導入

を決議いたしました。また、当該決議に基づき、当社は信託銀行に「ブックオフコーポレーション従業員持株会専用

信託（以下、「従持信託」）」を設定し、従持信託は設定後５年間にわたりブックオフコーポレーション従業員持株

会（以下、「持株会」）が取得すると見込まれる規模の当社株式（743百万円、843,400株、１株につき882円）を平

成22年３月に取得しました。 

 当プランでは、従持信託から持株会に対して定期的に当社株式の譲渡が行われるとともに、信託終了時点で従持信

託内に残余財産が存在した場合、受益者適格要件を満たす従業員に分配されます。一方、当社は従持信託が株式を取

得するための借入に対し保証を行っているため、当社株価の下落により、信託終了時点において従持信託内に借入金

残高がある場合には、保証契約に基づき、当社が当該借入金残高を弁済することになります。 

なお、平成24年３月末時点において、従持信託が保有する当社株式は384,600株、含み損は38百万円（平成24年３

月末時点終値781円）となっております。今後当社株価が従持信託の取得価格を上回って推移した場合、当含み損は

減少いたしますが、逆に今後も下回って推移した場合、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性

があります。 
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（注１）連結子会社には○印、関連会社（持分法適用会社）には□印を付しております。 
（注２）レビュージャパン㈱は、平成24年３月28日付で清算結了しました。 
        ※１を付したブックオフメディア㈱は、平成24年４月１日付で、ブラスメディアコーポレーション㈱に商号を変更しました。 
    ※２を付した青山ブックセンター㈱は、平成24年４月１日付で、※１印を付したブックオフメディア㈱に合併しております。  
    ※３を付したBOOKOFF KOREA INC.は、当連結会計年度において当社の連結子会社となりました。 
    ※４を付した㈱BOSパートナーズは、当連結会計年度において㈱ブックオフスタートアップより商号を変更しました。 
    ※５を付したブックオフネクスト㈱は、平成23年8月4日付で新規設立、当社の連結子会社となりました。  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  

 当社は経営理念として「事業活動を通じての社会への貢献」と「全従業員の物心両面の幸福の追求」を掲げておりま

す。 

  

「事業活動を通じての社会への貢献」 

 ・一つの商品に何度も役割を果たしてもらうことで、商品がもつ価値を 大限に引き出す 

 ・お客様に他にはない、心地よい体験をご提供する 

 ・常に「人のために」と考える集団であることで、我々にかかわる全ての人に喜んでいただく 

  

「全従業員の物心両面の幸福の追求」 

・目標のために何をすべきか考え、 善の方法でそれを実現していく力（知力）を伸ばし、仲間に尊敬される人間に

なっていくこと（人間力を高めること）で、個人（全従業員）が成長すること 

・個人の成長により「今まで出来なかったこと」や「今まで出来なかった考え方」ができるようになり、一人一人が

成長した幅と、成長した人数を掛け算したものが会社の成長につながること  

  

 更に当社の使命（Mission）として「捨てない人のブックオフ」を掲げ、「もう私には必要ではなくなったけど、で

も捨てるのがもったいない」や「安くて品質のよいものが欲しい」というお客様のために、リユース社会のインフラと

なるべく事業活動を行ってまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 安定的且つ持続的な増収増益により経常利益100億円の達成と総資産経常利益率を15％にすることを当面の目標とし

ております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、「捨てない人のブックオフ」を事業ミッションとして掲げ、循環型社会における「捨てない人のイ

ンフラ」になることを目指しております。 

 主力であるブックオフ事業は、都市型大型店の出店に注力してまいります。新規出店に加え、FC加盟店を含めた既存

店舗に対するリニューアル、リプレイスやサービス向上による落ち着いた空間づくり、社会貢献と連動した取り組みを

推進することにより、中高年齢層への客層拡大を進め、チェーン全体の収益規模を拡大してまいります。 

 リユース事業は、潜在市場が大きく、今後当社グループの成長の柱と位置づけております。「BOOKOFF」を中心に

様々なリユース商材を集めた大型複合店「BOOKOFF SUPER BAZAAR」を全国に広げ、「BOOKOFF」の集客力と幅広い品揃

えで競合優位性を高め、リユース市場におけるシェアを拡大してまいります。 

 以上のとおり、「捨てない人のインフラ」として「ブックオフ事業」「リユース事業」を中心とした総合リユースの

リーディングカンパニーとして持続可能な成長を実現してまいります。 

  

（4）会社の対処すべき課題  

   当連結会計年度末における会社の対処すべき課題は以下のとおりです。 

  

      ①「捨てない人のインフラをつくるカンパニー」の実現  

    当社グループは「捨てない人のインフラをつくるカンパニー」となることを事業ミッションとして掲げ、「捨て

ない人のブックオフ」のイメージを浸透させることで顧客層を拡大すると同時に、競争優位性の確保を目指してま

いります。 

    そのために、事業ミッションをイメージしたブランディング戦略に基づく活動を推進するとともに、個別の店舗

においてはお客さまに安心して利用いただけるようなサービス水準の確立に向けて、各種マニュアルの徹底や実践

的な研修を通じたオペレーション水準の向上に取り組んでまいります。 

  

   ② 総合リユース事業の展開  

    「BOOKOFF」の集客力と知名度を活かし、総合リユースとしての事業領域を拡大することで、リユース市場にお

ける更なるシェア拡大を図ってまいります。 

３．経営方針
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    具体的には、「BOOKOFF」が取扱う書籍やCD・DVD等の商材を中核として、トレーディングカード・プラモデル・

フィギュア等のホビー商材、衣類、雑貨、スポーツ用品、楽器、子供用品、アクセサリー、時計、ハイブランド品

等、これまで培ってきたリユース事業のノウハウを集積した大型複合店「BOOKOFF SUPER BAZAAR」の出店促進に注

力してまいります。 

    店舗の大型化に伴い、投資規模が大きくなる中、引き続き初期投資の低減を図りつつ、オープニングスタッフの

育成と本部サポート体制をより強化することで早期利益化と投資効率の改善を図ってまいります。  

  

   ③ BOOKOFF店舗の大型化と新規商材の導入 

    BOOKOFF店舗について都内や政令指定都市を中心とした空白地域への新規出店や既存店舗のリプレイス等を通じ

た大型化により、集客力と収益力の一層の向上を目指してまいります。 

    店舗の大型化に伴い投資規模が大きくなる中、引き続き初期投資の低減を図りつつ、オープニングスタッフの育

成と本部サポート体制をより強化することで早期利益化と投資効率の改善を図ってまいります。 

    また、既存店舗においてはトレーディングカード、携帯電話等新たな商材の導入を積極的に推し進めることによ

り集客力と収益力の一層の向上を目指してまいります。 

    新規商材の導入に伴い、新たに発生するオペレーションに対して、マニュアルの整備や本部からの運営指導を強

化することにより、早期の収益貢献を図ってまいります。 

  

   ④ 企業倫理の確立への取り組み 

  当社は、コンプライアンスの徹底を企業の社会的責任の根本と位置づけ、各種ステークホルダーとの信頼関係

を構築するために当社グループの役員および従業員が遵守すべき指針として、「コンプライアンス・ガイドライ

ン」を制定しております。当ガイドラインの理念浸透と徹底に向けて、全グループの役員および従業員に対し、

各種研修や会議、社内報やイントラネットの活用等を通じて啓蒙活動を行ってまいります。 

  また、アカウンタビリティー（説明責任）を確保するために、内部統制の整備と運用による責任分担の透明化

を推し進めるとともに、経営の適時適切な情報開示や決算情報の早期開示の実現を図ってまいります。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,631,936 5,851,165

受取手形及び売掛金 875,576 959,203

商品 9,451,911 9,560,108

貯蔵品 29,117 28,156

繰延税金資産 510,387 485,086

その他 1,835,355 1,883,446

貸倒引当金 △315 △693

流動資産合計 19,333,970 18,766,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,999,661 13,382,797

減価償却累計額 △7,790,234 △8,483,562

建物及び構築物（純額） 5,209,427 4,899,235

土地 226,476 226,476

リース資産 2,316,072 2,420,871

減価償却累計額 △738,251 △698,094

リース資産（純額） 1,577,820 1,722,777

建設仮勘定 1,827 3,840

その他 1,742,579 1,927,678

減価償却累計額 △1,351,969 △1,524,266

その他（純額） 390,609 403,412

有形固定資産合計 7,406,161 7,255,741

無形固定資産   

のれん 1,271,044 1,120,233

リース資産 12,058 26,764

その他 1,260,310 978,428

無形固定資産合計 2,543,413 2,125,426

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  500,655 ※1  489,431

長期貸付金 134,657 111,533

繰延税金資産 572,622 501,488

差入保証金 8,294,612 8,480,177

その他 421,256 346,059

貸倒引当金 △99,734 △92,749

投資その他の資産合計 9,824,068 9,835,941

固定資産合計 19,773,643 19,217,110

資産合計 39,107,613 37,983,584
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,090,600 1,141,306

短期借入金 6,446,000 4,930,000

1年内返済予定の長期借入金 4,062,415 2,899,745

リース債務 336,283 396,079

未払法人税等 1,180,091 1,085,569

賞与引当金 258,340 297,424

店舗閉鎖損失引当金 44,809 16,739

災害損失引当金 106,975 －

未払金 1,799,517 1,828,241

その他 1,306,502 1,617,045

流動負債合計 16,631,537 14,212,151

固定負債   

長期借入金 5,877,050 5,730,265

リース債務 1,248,170 1,319,312

資産除去債務 1,135,553 1,256,029

負ののれん 70,238 －

その他 1,407,057 1,079,230

固定負債合計 9,738,071 9,384,837

負債合計 26,369,608 23,596,988

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,564,294 2,564,294

資本剰余金 3,098,903 3,098,903

利益剰余金 8,190,662 9,669,865

自己株式 △916,007 △712,000

株主資本合計 12,937,852 14,621,062

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10,199 487

為替換算調整勘定 △189,647 △234,953

その他の包括利益累計額合計 △199,847 △234,466

純資産合計 12,738,005 14,386,595

負債純資産合計 39,107,613 37,983,584
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 73,345,487 75,716,973

売上原価 31,902,579 32,415,362

売上総利益 41,442,907 43,301,611

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 18,271 －

給料及び手当 4,243,395 4,308,639

パート・アルバイト給与 9,850,457 10,473,563

賞与 507,060 519,362

賞与引当金繰入額 250,560 288,774

地代家賃 9,854,848 10,226,526

賃借料 928,977 854,400

その他 13,040,429 13,197,502

販売費及び一般管理費合計 38,694,001 39,868,768

営業利益 2,748,906 3,432,842

営業外収益   

自動販売機等設置料収入 202,305 183,009

古紙等リサイクル収入 158,003 239,187

負ののれん償却額 93,651 70,238

その他 327,229 211,448

営業外収益合計 781,190 703,885

営業外費用   

支払利息 271,765 247,188

持分法による投資損失 4,581 2,465

為替差損 43,932 6,547

その他 52,115 77,491

営業外費用合計 372,394 333,692

経常利益 3,157,701 3,803,035

特別利益   

投資有価証券売却益 87,659 1,100

固定資産売却益 242 －

負ののれん発生益 3,967 －

店舗譲渡益 47,438 8,000

災害損失引当金戻入額 － 44,925

移転補償金 － 117,053

補助金収入 － 19,544

特別利益合計 139,308 190,624
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券売却損 31,640 44,048

投資有価証券評価損 4,057 －

関係会社株式評価損 45,923 －

店舗閉鎖損失 51,694 59,694

店舗閉鎖損失引当金繰入額 32,351 14,967

店舗譲渡損失 11,299 －

固定資産売却損 84 －

固定資産除却損 45,848 12,492

減損損失 ※1  365,710 ※1  357,478

固定資産臨時償却費 39,106 －

リース解約損 85,404 －

災害による損失 168,109 58,640

災害損失引当金繰入額 106,975 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 626,377 －

その他 14,166 －

特別損失合計 1,628,748 547,321

税金等調整前当期純利益 1,668,261 3,446,338

法人税、住民税及び事業税 1,352,873 1,491,662

法人税等調整額 △252,799 87,432

法人税等合計 1,100,074 1,579,095

少数株主損益調整前当期純利益 568,187 1,867,242

当期純利益 568,187 1,867,242
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 568,187 1,867,242

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47,314 10,677

為替換算調整勘定 △55,530 △19,285

持分法適用会社に対する持分相当額 △609 9

その他の包括利益合計 △103,455 ※  △8,598

包括利益 464,732 1,858,643

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 464,732 1,858,643

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,564,294 2,564,294

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,564,294 2,564,294

資本剰余金   

当期首残高 3,098,903 3,098,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,098,903 3,098,903

利益剰余金   

当期首残高 8,143,169 8,190,662

当期変動額   

剰余金の配当 △358,729 △398,519

当期純利益 568,187 1,867,242

連結範囲の変動 △161,964 10,480

当期変動額合計 47,492 1,479,203

当期末残高 8,190,662 9,669,865

自己株式   

当期首残高 △1,071,406 △916,007

当期変動額   

自己株式の取得 △36,964 －

自己株式の処分 192,364 204,006

当期変動額合計 155,399 204,006

当期末残高 △916,007 △712,000

株主資本合計   

当期首残高 12,734,959 12,937,852

当期変動額   

剰余金の配当 △358,729 △398,519

当期純利益 568,187 1,867,242

連結範囲の変動 △161,964 10,480

自己株式の取得 △36,964 －

自己株式の処分 192,364 204,006

当期変動額合計 202,892 1,683,209

当期末残高 12,937,852 14,621,062
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 37,725 △10,199

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,924 10,686

当期変動額合計 △47,924 10,686

当期末残高 △10,199 487

為替換算調整勘定   

当期首残高 △57,905 △189,647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131,742 △45,306

当期変動額合計 △131,742 △45,306

当期末残高 △189,647 △234,953

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △20,179 △199,847

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,667 △34,619

当期変動額合計 △179,667 △34,619

当期末残高 △199,847 △234,466

純資産合計   

当期首残高 12,714,780 12,738,005

当期変動額   

剰余金の配当 △358,729 △398,519

当期純利益 568,187 1,867,242

連結範囲の変動 △161,964 10,480

自己株式の取得 △36,964 －

自己株式の処分 192,364 204,006

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,667 △34,619

当期変動額合計 23,225 1,648,590

当期末残高 12,738,005 14,386,595
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３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 1,668,261 3,446,338

減価償却費 2,071,381 2,058,469

減損損失 365,710 357,478

のれん償却額 277,121 350,678

固定資産臨時償却費 39,106 －

負ののれん発生益 △3,967 －

負ののれん償却額 △93,651 △70,238

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,335 39,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,271 △5,162

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 32,351 14,967

災害損失引当金の増減額（△は減少） 106,975 △106,975

支払利息 271,765 247,188

持分法による投資損益（△は益） 4,581 2,465

店舗譲渡損益（△は益） △36,139 △8,000

店舗閉鎖損失 51,694 59,694

固定資産売却損益（△は益） △158 －

固定資産除却損 45,848 12,492

投資有価証券評価損益（△は益） 4,057 －

関係会社株式評価損 45,923 －

移転補償金 － △117,053

災害損失 168,109 58,640

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 626,377 －

売上債権の増減額（△は増加） 322,247 △83,664

たな卸資産の増減額（△は増加） △418,738 △95,338

仕入債務の増減額（△は減少） △431,821 50,173

未払金の増減額（△は減少） △87,438 349,108

未払費用の増減額（△は減少） 10,483 －

その他 △83,413 189,859

小計 4,886,601 6,750,204

利息及び配当金の受取額 12,110 6,563

利息の支払額 △272,548 △240,391

移転補償金の受取額 － 117,053

災害損失の支払額 △11,452 △82,482

法人税等の還付額 9,178 39,522

法人税等の支払額 △1,079,603 △1,607,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,544,286 4,983,185
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

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 △171,843 △50,389

定期預金の払戻による収入 171,714 171,839

有形固定資産の取得による支出 △569,598 △738,985

無形固定資産の取得による支出 △666,023 △187,892

投資有価証券の取得による支出 － △4,125

差入保証金の増加による支出 △632,635 △615,155

差入保証金の減少による収入 596,258 423,862

店舗譲受による支出 △786,467 △76,995

その他 △12,204 △227,153

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,070,800 △1,304,995

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） 1,101,600 △1,516,000

長期借入れによる収入 4,000,000 2,960,000

長期借入金の返済による支出 △3,277,960 △4,269,455

長期未払金の返済による支出 △898,473 △845,530

リース債務の返済による支出 △426,181 △426,562

自己株式の処分による収入 160,898 159,958

自己株式の取得による支出 △36,964 －

配当金の支払額 △358,729 △398,519

財務活動によるキャッシュ・フロー 264,188 △4,336,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,880 △3,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,729,794 △660,935

現金及び現金同等物の期首残高 4,711,506 6,505,179

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 63,878 6,922

現金及び現金同等物の期末残高 6,505,179 5,851,165
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 該当事項はありません。 

  

  

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成23年6月27日提出）における記載から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項   

連結子会社の数 12社 

主要な連結子会社の名称 

BOOKOFF U.S.A. INC. 

㈱ビー・オー・エム 

ブックオフメディア㈱ 

ブックオフロジスティクス㈱ 

ブックオフオンライン㈱ 

当連結会計年度より、BOOKOFF KOREA INC.は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、当

連結会計年度より新たに設立したブックオフネクスト㈱を連結の範囲に含めております。 

 連結子会社であったレビュージャパン㈱は清算結了したことにより、当連結会計年度末において連結の

範囲から除外しております。ただし、清算結了時までの損益計算書については連結しております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社の数  １社 

持分法適用の関連会社名 

 ㈱BOSパートナーズ 

なお、㈱ブックオフスタートアップは㈱BOSパートナーズに商号を変更しております。 

  

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BOOKOFF U.S.A.INC.、BOOKOFF CANADA TRADING INC.、BOOKOFF FRANCE E.U.R.L.及び

BOOKOFF KOREA INC.の決算日は２月末日であります。また、SCI BOC FRANCEの決算日は12月31日でありま

す。 

 なお、連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。 
  

 青山ブックセンター㈱の決算日は２月末日であるため、従来、当該連結子会社の事業年度の財務諸表に

基づき連結決算を行っておりましたが、平成24年４月１日のブックオフメディア㈱との合併に備え決算期

を統一するために、当連結会計年度より連結決算日における仮決算による財務諸表にて連結する方法に変

更いたしました。これにより当連結会計年度においては、青山ブックセンター㈱は平成23年３月1日から平

成24年３月31日までの13ヶ月決算となっております。 
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（７）表示方法の変更

 （連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期未払金」は金額的重要性が乏しくなった

ため、当連結会計年度においては「固定負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「長期未払金」に表示していた 千

円は、「その他」として組み替えております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減価償却費」に含めて表示しておりました

「のれん償却額」は、表示上の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度より区分掲記しました。この表示方法の変

更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「減価償却費」に表示していた 千円は、「減価償却費」 千円、「のれん償却額」 千円とし

て組み替えております。  

1,189,517

2,348,502 2,071,381 277,121

（８）追加情報

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（９）連結財務諸表に関する注記事項

※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注記は開示を省略しております。 

（連結貸借対照表関係）  

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日）  

投資有価証券 57,729千円 42,747千円 

  

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日）  

当座貸越極度額の総額  10,200,000千円 10,350,000千円 

借入実行残高 5,764,000千円 4,650,000千円 

差引額  4,436,000千円 5,700,000千円 
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（連結損益計算書関係）

※１ 減損損失 

 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

用途 種類 場所 
減損損失 
（千円）  

店舗 建物及び構築物等 
流水書房カインズモール名古屋みなと店 

(愛知県名古屋市港区)ほか62店舗 
 365,710

当社グループは資産をキャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本単位としてグルーピングしており

ます。 

当連結会計年度において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの店舗で、今後も収益改善の可能性が低い

と判断した店舗及び使用範囲の変更により、回収可能価額を著しく低下させる変化があった店舗について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

 その内訳は、次のとおりであります。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定し、将来キャッシュ・フローを８％で割り引いて

算定しております。 

  

建物及び構築物     263,692 千円

有形固定資産「その他」    16,107   

リース資産（有形固定資産）     66,112   

のれん     9,943   

投資その他の資産「その他」     9,854   

合計     365,710   

用途 種類 場所 
減損損失 
（千円）  

店舗 建物及び構築物等 
リユースホームズタウン川越小仙波店 

(埼玉県川越市)ほか44店舗 
 357,478

当社グループは資産をキャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本単位としてグルーピングしており

ます。 

当連結会計年度において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの店舗で、今後も収益改善の可能性が低い

と判断した店舗及び使用範囲の変更により、回収可能価額を著しく低下させる変化があった店舗について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

 その内訳は、次のとおりであります。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定し、将来キャッシュ・フローを８％で割り引いて

算定しております。 

建物及び構築物     291,489 千円

有形固定資産「その他」    26,970   

リース資産（有形固定資産）     12,684   

無形固定資産「その他」     23,150   

投資その他の資産「その他」     3,183   

合計     357,478   
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

その他有価証券評価差額金:  

  

（連結包括利益計算書関係）

 当期発生額 千円 20,229

 組替調整額   △1,100

  税効果調整前   19,128

  税効果額   △8,451

  その他有価証券評価差額金   10,677

為替換算調整勘定:   

  当期発生額  △19,285

持分法適用会社に対する持分相当額：   

 当期発生額  9

  その他の包括利益合計  △8,598
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 １．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。  

 当社グループは、「事業活動を通じての社会への貢献」「全従業員の物心両面の幸福の追求」を経営

理念とし、中古書籍等の小売店舗「BOOKOFF」を中心に、「リユース」を切り口とした小売店舗の運営

及びフランチャイズ事業を行っております。  

 したがって、当社グループは、取扱商品と運営形態を基礎としたセグメントから構成されており、

「ブックオフ事業」、「リユース事業」及び「パッケージメディア事業」の３つを報告セグメントとし

ております。 

 「ブックオフ事業」は、書籍・ソフト等のリユースショップ「BOOKOFF」及びプラモデル・トレーデ

ィングカード等のリユースショップ「B・Hobby」のチェーン本部として、国内外においてフランチャイ

ズシステムの運営及び直営店舗の運営を行っているほか、インターネット上で書籍・ソフト等のリユー

スショップ「BOOKOFF Online」の運営を行っております。 

 「リユース事業」は、主にブックオフ事業以外の取扱商品（子供服、子供用品、婦人服、雑貨、スポ

ーツ用品、アクセサリー等）のリユース店舗のチェーン展開のほか、中古ハード商品（オーディオ・ビ

ジュアル商品、コンピュータ等）のリユースショップのチェーン「HARDOFF」等のフランチャイズに加

盟し、店舗運営を行っております。 

 「パッケージメディア事業」は、ビデオレンタルチェーン「TSUTAYA」に加盟し、店舗運営を行って

いるほか、新刊書籍「青山ブックセンター」、「流水書房」、「yc-vox」の店舗運営を行っておりま

す。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。   

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  セグメント間の内部収益及び振替高は第三者間取引価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

（注）１.「その他」は、「ブックオフ事業」、「リユース事業」、「パッケージメディア事業」に含まれない店舗

の運営（屋内遊具施設を営むチェーン「KID－O－KID」店舗等）及び各事業の店舗の内外装工事の企画・設

計施工等を行っております。    

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  
  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

連結財務諸

表計上額 ブックオフ 
事業 

リユース

事業 

パッケージ

メディア事

業 
計

売上高                

外部顧客への売上高  50,001,638 9,761,858 12,943,968 72,707,466 638,020  73,345,487  － 73,345,487

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 253,710 1,864 5,953 261,528 1,210,004  1,471,533  △1,471,533 －

計  50,255,349 9,763,723 12,949,921 72,968,994 1,848,025  74,817,020  △1,471,533 73,345,487

セグメント利益又は損失(△)  4,724,449 △116,025 30,315 4,638,740 9,094  4,647,834  △1,898,928 2,748,906

セグメント資産  19,634,315 5,042,454 4,750,354 29,427,124 240,161  29,667,285  9,440,328 39,107,613

その他の項目                

減価償却費  1,468,710 365,534 107,699 1,941,944 25,210  1,967,155  102,234 2,069,389

のれんの償却額  113,557 － 151,073 264,631 12,490  277,121            － 277,121

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
 2,214,437 699,186 65,153 2,978,776 3,445  2,982,222  17,843 3,000,065
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当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

（注）１.「その他」は、「ブックオフ事業」、「リユース事業」、「パッケージメディア事業」に含まれない店舗

の運営（屋内遊具施設を営むチェーン「KID－O－KID」店舗等）及び各事業の店舗の内外装工事の企画・設

計施工等を行っております。  

   

２.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項)  

    （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に当社の管理部門等に係る費用であります。  
（単位：千円） 

（注）１.その他調整額の主なものは、本社管理部門に対する債権債務の相殺消去額であります。 
２.全社資産の主なものは、連結財務諸表提出会社及び連結子会社での余資運用資金

（現金及び預金）長期投資資金（投資有価証券）等であります。 
（単位：千円） 

（注）全社資産の主なものは、システム関連資産の減価償却費等であります。 

  

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

連結財務諸

表計上額 ブックオフ 
事業 

リユース

事業 

パッケージ

メディア事

業 
計

売上高                 

外部顧客への売上高  52,027,601 11,117,331 12,142,442 75,287,375 429,598  75,716,973  － 75,716,973

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 337,767 358 20 338,146 165,205  503,351  △503,351 －

計  52,365,369 11,117,689 12,142,463 75,625,521 594,803  76,220,325  △503,351 75,716,973

セグメント利益又は損失(△)  5,197,970 200,581 19,690 5,418,242 △50,845  5,367,396  △1,934,554 3,432,842

セグメント資産  19,645,517 5,305,199 4,344,264 29,294,981 152,304  29,447,286  8,536,298 37,983,584

その他の項目                 

減価償却費  1,500,271 359,243 90,209 1,949,723 9,469  1,959,193  92,850 2,052,043

のれんの償却額  183,195 8,649 152,973 344,817 5,860  350,678  － 350,678

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
 1,284,966 608,789 105,392 1,999,148 －  1,999,148  59,422 2,058,571

利益  前連結会計年度  当連結会計年度 

報告セグメント計  4,638,740  5,418,242

「その他」の区分の利益  9,094  △50,845

セグメント間取引消去  △47,433  －

全社費用（注）  △1,851,494  △1,934,554

連結財務諸表の営業利益  2,748,906  3,432,842

資産 前連結会計年度  当連結会計年度 

報告セグメント計 29,427,124 29,294,981

「その他」の区分の資産 240,161 152,304

その他調整額（注）１ △177,517 △149,454

全社資産（注）２ 9,617,845 8,685,753

連結財務諸表の資産合計 39,107,613 37,983,584

減価償却費 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,941,944 1,949,723

「その他」の区分の資産 25,210 9,469

全社資産（注） 102,234 92,850

連結財務諸表の減価償却費合計 2,069,389 2,052,043
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前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

  

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

  

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 当連結会計年度において、重要な負ののれん発生益の計上はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 当連結会計年度において、重要な負ののれん発生益の計上はありません。  

ｂ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  
  

報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額 ブックオフ

事業 
リユース事業 

パッケージ

メディア事業
計

減損損失 97,027  188,712 50,721 336,461 29,248  365,710  － 365,710

  
  

報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額 ブックオフ

事業 
リユース事業 

パッケージ

メディア事業
計

減損損失 128,904  79,713 122,280 330,898 －  330,898  26,580 357,478

ｃ．報告セグメントごとののれん及び負ののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  
  

報告セグメント

その他 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額 ブックオフ

事業 
リユース事業 

パッケージ

メディア事業
計

（のれん）                

当期償却額 113,557  － 151,073 264,631 12,490  277,121  － 277,121

当期末残高 547,565  － 695,639 1,243,205 27,838  1,271,044  － 1,271,044

（負ののれん）                

当期償却額 －  － 93,651 93,651 －  93,651  － 93,651

当期末残高 －  － 70,238 70,238 －  70,238  － 70,238

  
  

報告セグメント

その他 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額 ブックオフ

事業 
リユース事業 

パッケージ

メディア事業
計

（のれん）                

当期償却額 183,195  8,649 152,973 344,817 5,860  350,678  － 350,678

当期末残高 520,991  34,597 542,666 1,098,255 21,978  1,120,233  － 1,120,233

（負ののれん）                

当期償却額 －  － 70,238 70,238 －  70,238  － 70,238

当期末残高 －  － － － －  －  － －

ｄ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  （注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通

株式の期中平均株式数は、ブックオフコーポレーション従業員持株会専用信託が所有する当社株式の数を控除し

て算定しております 

  

該当事項はありません。 

  

 役員の異動については、平成24年３月21日に公表した「取締役及び執行役員の異動内定のお知らせ」を参照してく

ださい。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額     円 銭703 19

１株当たり当期純利益金額      円 銭31 57

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 銭784 19

１株当たり当期純利益金額 円 銭102 41

    
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額              

 当期純利益 （千円）  568,187  1,867,242

 普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益 （千円）  568,187  1,867,242

 普通株式の期中平均株式数 （千株）  17,999  18,232

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成18年３月１日付で発行された新株予約権（新株予約権の数

個） 

2,380

（重要な後発事象）

５．その他

（１）役員の異動
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