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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 18,440 2.7 677 26.3 760 21.2 533 139.8
24年3月期第1四半期 17,957 1.4 536 144.0 627 87.9 222 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 533百万円 （123.5％） 24年3月期第1四半期 238百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 29.07 ―
24年3月期第1四半期 12.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 39,159 14,497 37.0
24年3月期 37,983 14,386 37.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  14,497百万円 24年3月期  14,386百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― ― ― 25.00 25.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 25.00 25.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積り変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは完了しておりますが、この四半期決算短信は、金融商
品取引法に基づく四半期報告書レビュー手続きの対象外であります。 

※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．３「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 19,473,200 株 24年3月期 19,473,200 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,086,082 株 24年3月期 1,127,382 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 18,361,827 株 24年3月期1Q 18,133,521 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 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・CD・DVD・ゲーム、アパレル・スポーツ用品・ベビー用品・雑貨等様々なジャンルのリユースに取

り組んでまいりました。  

 今後も引き続き『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、当第１

四半期連結累計期間において、「BOOKOFF SUPER BAZAAR」を２館、「BOOKOFF」都市型大型店を１店舗出店しまし

た。 

 当連結会計年度の重点施策として、販売促進の見直しと粗利率向上を進めてまいりました。   

 販売促進の見直しについては、サービス券の発行を抑制し、TVCMやチラシ等販売促進を強化しました。その結果、

売上割戻が減少することで粗利率は上昇し、また広告費が増加することで販売費及び一般管理費は増加いたしまし

た。 

 粗利率向上については、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

水準の見直しを進めました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高18,440百万円（前年同四半期比2.7%増）、営業利益

677百万円（前年同四半期比26.3%増）、経常利益760百万円（前年同四半期比21.2%増）、四半期純利益533百万円

（前年同四半期比139.8%増）となりました。 

 四半期純利益が前年同四半期に比べ大きく増加しておりますが、経常利益の増加に加え、前年同四半期に計上した

「東日本大震災」の発生に伴う災害による損失55百万円の特別損失がなくなったことや、子会社青山ブックセンター

㈱を子会社ブラスメディアコーポレーション㈱に合併したこと等の影響により法人税等調整額が182百万円減少した

ことが主な要因です。  

  

 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） 

当セグメント第１四半期連結累計期間業績は、売上高12,788百万円（前年同四半期比2.6%増）となりました。  

 当第１四半期連結累計期間の出店は、グループ直営店３店舗、FC加盟店６店舗となりました（閉店はグループ直営

店18店舗（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17店舗を含む）、FC加盟店３店舗）。  

 既存店売上高は前年同四半期に比べ減少しましたが、新規出店やオンライン事業の売上増加が寄与し、増収となり

ました。 

 また販売促進の見直しの中でサービス券の発行を抑制したことにより、売上割戻が減少し、粗利率は前年同四半期

に比べ上昇しました。  

   

（リユース事業） 

 当セグメント第１四半期連結累計期間業績は、売上高2,801百万円（前年同四半期比15.6%増）となりました。  

 当第１四半期連結累計期間の出店は、グループ直営店４店舗となりました。 

 既存店売上高が前年同四半期に比べ増加したほか、新規出店による売上増加が寄与し、増収となりました。 

 売上構成の半数を占めるアパレルに注力し、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こと、また販売促進の見直しの中でサービス券の発行を抑制したことにより、売上割

戻が減少し、粗利率は前年同四半期に比べ上昇しました。  

  

（パッケージメディア事業） 

 当セグメント第１四半期連結累計期間業績は、売上高2,735百万円（前年同四半期比7.2%減）となりました。  

 当第１四半期連結累計期間の出店はありませんでした。 

 「TSUTAYA」店舗は旧作DVDのレンタル料金を100円にしたことで客数は増加したものの、客単価の減少を補いきれ

ず売上高は前年同四半期に比べ減少しました。新刊書店事業は既存店売上高が減少したこと、不採算店舗の閉鎖を進

めてきたことにより、売上高は前年同四半期に比べ減少しました。 

  

（その他） 

 当セグメント第１四半期連結累計期間業績は、売上高115百万円（前年同四半期比7.6%減）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間の出店はありませんでした。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報  

①当第１四半期連結会計期間末における資産・負債・純資産の状況  

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は19,213百万円（前連結会計年度末は18,766百万円）とな

り、446百万円増加しました。業容の拡大に伴い商品が242百万円増加したことに加えて、現金及び預金が316百万円

増加したことが主な要因です。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は19,945百万円（前連結会計年度末は19,217百万円）とな

り、728百万円増加しました。出店投資等により有形固定資産が547百万円増加し、差入保証金の増加等により投資そ

の他の資産が291百万円増加した一方で、のれんの償却等により無形固定資産が110百万円減少したことが主な要因で

す。  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債残高は24,661百万円（前連結会計年度末は23,596百万円）となり、

1,064百万円増加しました。法人税等の納付により未払法人税等が932百万円減少した一方で、法人税等や剰余金の配

当などの資金需要に対し銀行借入で対応したことで、借入金が1,987百万円増加したことが主な要因です。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産残高は14,497百万円（前連結会計年度末は14,386百万円）となり、

111百万円増加しました。利益剰余金が75百万円増加したことが主な要因です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月８日に発表した公表数値に変更はございません。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,851,165 6,167,955

受取手形及び売掛金 959,203 925,443

商品 9,560,108 9,802,348

その他 2,396,690 2,317,460

貸倒引当金 △693 △4

流動資産合計 18,766,474 19,213,203

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,899,235 5,217,636

リース資産（純額） 1,722,777 1,903,991

その他（純額） 633,729 681,197

有形固定資産合計 7,255,741 7,802,826

無形固定資産   

のれん 1,120,233 1,023,414

その他 1,005,193 991,880

無形固定資産合計 2,125,426 2,015,294

投資その他の資産   

差入保証金 8,480,177 8,652,054

その他 1,448,512 1,567,371

貸倒引当金 △92,749 △91,743

投資その他の資産合計 9,835,941 10,127,681

固定資産合計 19,217,110 19,945,802

資産合計 37,983,584 39,159,005
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,141,306 1,020,604

短期借入金 4,930,000 6,063,334

1年内返済予定の長期借入金 2,899,745 2,890,215

リース債務 396,079 446,434

未払法人税等 1,085,569 152,645

賞与引当金 297,424 90,219

店舗閉鎖損失引当金 16,739 50,288

その他 3,445,286 3,522,312

流動負債合計 14,212,151 14,236,054

固定負債   

長期借入金 5,730,265 6,594,009

資産除去債務 1,256,029 1,305,211

リース債務 1,319,312 1,451,026

その他 1,079,230 1,074,852

固定負債合計 9,384,837 10,425,099

負債合計 23,596,988 24,661,154

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 9,669,865 9,744,919

自己株式 △712,000 △675,573

株主資本合計 14,621,062 14,732,542

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 487 △9,559

為替換算調整勘定 △234,953 △225,132

その他の包括利益累計額合計 △234,466 △234,691

純資産合計 14,386,595 14,497,851

負債純資産合計 37,983,584 39,159,005
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 17,957,161 18,440,887

売上原価 7,686,786 7,498,307

売上総利益 10,270,375 10,942,580

販売費及び一般管理費 9,734,170 10,265,467

営業利益 536,205 677,112

営業外収益   

持分法による投資利益 － 855

自動販売機等設置料収入 46,890 45,057

古紙等リサイクル収入 58,134 62,518

負ののれん償却額 23,412 －

その他 54,464 56,368

営業外収益合計 182,902 164,800

営業外費用   

支払利息 66,102 56,351

為替差損 － 17,241

持分法による投資損失 648 －

その他 24,723 7,844

営業外費用合計 91,474 81,437

経常利益 627,633 760,475

特別利益   

災害損失引当金戻入額 29,099 －

特別利益合計 29,099 －

特別損失   

投資有価証券売却損 10,378 8,173

店舗閉鎖損失引当金繰入額 25,866 43,510

固定資産除却損 10,321 11,323

減損損失 72,704 18,797

災害による損失 55,580 －

特別損失合計 174,850 81,805

税金等調整前四半期純利益 481,883 678,670

法人税、住民税及び事業税 45,846 114,447

法人税等調整額 213,450 30,523

法人税等合計 259,297 144,971

少数株主損益調整前四半期純利益 222,586 533,699

四半期純利益 222,586 533,699
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 222,586 533,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,155 △10,029

為替換算調整勘定 17,270 9,821

持分法適用会社に対する持分相当額 39 △17

その他の包括利益合計 16,153 △225

四半期包括利益 238,740 533,473

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 238,740 533,473

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

    

  該当事項はありません。 

    

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．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 

（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． 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

     （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。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「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」セグメントにおいて、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。 

 当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては 千円であり、セグメントごとの減損損失

の計上額は以下のとおりです。 

「ブックオフ事業」セグメントにおける減損損失の計上額は、 千円であります。 

「リユース事業」セグメントにおける減損損失の計上額は、 千円であります。 

「パッケージメディア事業」セグメントにおける減損損失の計上額は、 千円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額  
（注）２ 

  
四半期連結

損益計算書

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  12,460,391    2,424,149  2,947,929  17,832,470  124,690  17,957,161      －  17,957,161

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 90,028  －  －  90,028  47,231  137,260  △137,260  －

計  12,550,420  2,424,149  2,947,929  17,922,499  171,921  18,094,421  △137,260  17,957,161

セグメント利益又は 

損失(△) 
 1,133,444  △44,209  △21,093  1,068,141  △27,506  1,040,635  △504,430  536,205

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,068,141

「その他」区分の利益        △27,506

全社費用（注）  △504,430

四半期連結損益計算書の営業利益  536,205

69,275

19,402

7,661

42,210
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．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 

（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． 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

     （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。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「ブックオフ事業」及び「パッケージメディア事業」セグメントにおいて、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。 

 当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては 千円であり、セグメントごとの減損損失

の計上額は以下のとおりです。 

「ブックオフ事業」セグメントにおける減損損失の計上額は、 千円であります。 

「パッケージメディア事業」セグメントにおける減損損失の計上額は、 千円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

   

   

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額  
（注）２ 

  
四半期連結

損益計算書

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  12,788,740  2,801,344  2,735,543  18,325,628  115,259  18,440,887      －  18,440,887

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 91,961  －  179  92,140  29,661  121,802  △121,802  －

計  12,880,702  2,801,344  2,735,722  18,417,769  144,920  18,562,689  △121,802  18,440,887

セグメント利益又は 

損失(△) 
 1,136,949  91,827  △24,645  1,204,131  3,738  1,207,870  △530,757  677,112

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,204,131

「その他」区分の利益        3,738

全社費用（注）  △530,757

四半期連結損益計算書の営業利益  677,112

18,797

13,374

5,422
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