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1.  平成25年8月期第2四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25年2月28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8月期第2四半期 17,512 △3.8 4 △96.1 22 △81.8 △168 ―
24年8月期第2四半期 18,212 △5.4 108 43.3 122 80.2 43 ―

（注）包括利益 25年8月期第2四半期 △148百万円 （―％） 24年8月期第2四半期 48百万円 （―％）

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8月期第2四半期 △12.29 ―
24年8月期第2四半期 2.86 ―

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

25年8月期第2四半期 25,095 2,317 8.7 103.22
24年8月期 25,296 2,466 9.2 114.47
（参考） 自己資本   25年8月期第2四半期  2,177百万円 24年8月期  2,331百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年8月期 ― 0.00
25年8月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 35,000 △3.1 100 6.4 150 55.9 50 33.9 3.11



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 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 
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。 

※  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8月期2Q 14,004,715 株 24年8月期 14,004,715 株
② 期末自己株式数 25年8月期2Q 27,913 株 24年8月期 27,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期2Q 13,976,802 株 24年8月期2Q 13,976,802 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部に弱さが残るものの、輸出環境の改善や経済対策、 

金融政策の効果などを背景に、景気回復へ向かうことが期待されるものの、海外景気に対する不安により、景気の

先行きは依然として不透明な状況で推移しております。  

 書店業界では、スマートフォン等のタブレット端末機の急速な普及により、定期雑誌の市場が縮小傾向にありま

す。  

 このような状況下において、当社グループにおきましては、店舗運営の効率強化による経費の削減に努めてまい

りました。また、当社オリジナル特典の配布等による予約販売や、顧客への情報提供を強化することにより新刊書

籍の増売を図ってまいりました。  

 新規出店及びリニューアルにつきましても積極的に取り組み、品揃えを強化することによって、集客力及び収益

性の向上を図ってまいりました。新規店は、杉田とうきゅう店、中之島フェスティバルプラザ店、アニメガ新宿マ

ルイワン店の3店舗を出店いたしました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は17,512百万円（前年同四半期比3.8％減）、営業

利益は4百万円（前年同四半期比96.1％減）、経常利益は22百万円（前年同四半期比81.8％減）、四半期純損失は

168百万円（前年同四半期は四半期純利益43百万円）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は25,095百万円となり、前連結会計年度末に比べて201百万円減

少いたしました。主な要因は、現金及び預金が213百万円、商品が359百万円増加した一方、差入保証金が182百万

円、長期未収入金が393百万円、繰延税金資産が144百万円減少したことなどによるものです。  

 負債は22,777百万円となり、前連結会計年度末に比べて52百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び

買掛金が492百万円、長期借入金が1,600百万円増加した一方、短期借入金が2,245百万円減少したことなどによる

ものです。 

 純資産は2,317百万円となり、前連結会計年度末に比べて148百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金

が168百万円減少したことなどによるものです。     

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月12日に公表しました24年８月期の連結業績予想につきましては、平成25年４月10日に修正を行って 

おります。詳細については、平成25年４月10日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

   

   

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得し

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

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,077,931 1,291,526 

受取手形及び売掛金 1,004,769 990,450 

商品 12,342,266 12,702,127 

貯蔵品 10,444 9,660 

繰延税金資産 66,444 18,195 

短期貸付金 55,307 55,974 

その他 414,346 441,898 

流動資産合計 14,971,509 15,509,833 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 887,484 857,137 

土地 2,740,444 2,740,444 

その他（純額） 640,284 622,252 

有形固定資産合計 4,268,212 4,219,834 

無形固定資産   

のれん 58,365 29,182 

その他 76,540 68,217 

無形固定資産合計 134,905 97,400 

投資その他の資産   

投資有価証券 230,904 253,434 

長期貸付金 744,743 719,135 

差入保証金 3,604,811 3,422,286 

繰延税金資産 560,320 463,918 

長期未収入金 854,178 460,438 

その他 167,349 185,722 

貸倒引当金 △263,347 △259,507 

投資その他の資産合計 5,898,960 5,245,427 

固定資産合計 10,302,078 9,562,661 

繰延資産 23,209 22,969 

資産合計 25,296,797 25,095,464 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,485,075 6,977,552 

短期借入金 3,600,000 1,355,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,412,724 2,860,960 

1年内償還予定の社債 580,000 680,000 

賞与引当金 20,840 13,680 

その他 538,226 498,752 

流動負債合計 13,636,865 12,385,944 

固定負債   

社債 1,690,000 1,800,000 

長期借入金 5,770,025 6,922,662 

退職給付引当金 715,016 722,490 

繰延税金負債 183,327 183,327 

その他 835,481 763,412 

固定負債合計 9,193,850 10,391,892 

負債合計 22,830,715 22,777,836 

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 △2,734,976 △2,903,461 

自己株式 △18,215 △18,215 

株主資本合計 2,359,134 2,190,648 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,636 △13,179 

その他の包括利益累計額合計 △27,636 △13,179 

新株予約権 16,428 16,428 

少数株主持分 118,156 123,729 

純資産合計 2,466,081 2,317,627 

負債純資産合計 25,296,797 25,095,464 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年２月28日) 

売上高 18,212,564 17,512,887 

売上原価 13,720,226 13,124,246 

売上総利益 4,492,337 4,388,640 

販売費及び一般管理費 4,384,199 4,384,408 

営業利益 108,137 4,232 

営業外収益   

受取利息 17,885 12,918 

受取配当金 1,070 1,150 

受取手数料 22,248 18,996 

受取家賃 38,869 43,414 

情報提供料収入 30,843 31,448 

その他 16,821 13,560 

営業外収益合計 127,738 121,489 

営業外費用   

支払利息 88,487 82,342 

新株発行費 1,329 863 

その他 23,924 20,306 

営業外費用合計 113,740 103,512 

経常利益 122,135 22,209 

特別損失   

固定資産除却損 8,867 17,131 

減損損失 － 9,288 

その他 114 － 

特別損失合計 8,982 26,419 

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（△）

113,153 △4,210 

法人税、住民税及び事業税 11,756 22,122 

法人税等調整額 45,593 136,579 

法人税等合計 57,350 158,701 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

55,802 △162,911 

少数株主利益 12,562 5,573 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,240 △168,485 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 55,802 △162,911 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,014 14,457 

その他の包括利益合計 △7,014 14,457 

四半期包括利益 48,788 △148,454 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 36,225 △154,027 

少数株主に係る四半期包括利益 12,562 5,573 
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該当事項はありません。   

   

   

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
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