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1.  平成25年8月期第3四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25年5月31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3四半期 26,432 △4.0 28 △86.9 62 △72.9 △152 ―
24年8月期第3四半期 27,527 △3.9 216 23.2 231 22.7 147 ―

（注）包括利益 25年8月期第3四半期 △107百万円 （―％） 24年8月期第3四半期 126百万円 （―％）

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3四半期 △11.27 ―
24年8月期第3四半期 10.22 ―

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3四半期 25,838 2,358 8.6 105.54
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3四半期  2,211百万円 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3Q 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3Q 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3Q 13,976,802 株 24年8月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、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

マインドの改善にも支えられ景気回復へ向かうことが期待されるものの、海外景気の下振れがわが国の景気を下押

しするリスクとなっており、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。 

 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、レッドゾーンプライス西岡店、ＣＡ西小山駅店、ＣＡ小山駅店、札幌大通駅店の７店舗を出店いたし

ました。また、東小金井店、経堂店、ＪＱＳＴＯＲＥ京都店、熊谷ニットーモール店、三軒茶屋店、函館昭和店の

６店舗のリニューアルを行いました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は26,432百万円（前年同四半期比4.0％減）、営業

利益は28百万円（前年同四半期比86.9％減）、経常利益は62百万円（前年同四半期比72.9％減）、四半期純損失

は、先行き不透明な経済環境を勘案し繰延税金資産を取り崩したことにより、152百万円（前年同四半期は四半期

純利益147百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産は、25,838百万円となり、前連結会計年度末に比べて541百万円増加

いたしました。主な要因は、現金及び預金が515百万円、商品が959百万円増加した一方、差入保証金が238百万

円、長期未収入金が588百万円減少したことなどによるものです。 

 負債は23,479百万円となり、前連結会計年度末に比べて648百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及

び買掛金が1,284百万円、長期借入金が1,655百万円増加した一方、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2,358百万円となり、前連結会計年度末に比べて107百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金

が152百万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３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,077,931 1,593,923 

受取手形及び売掛金 1,004,769 1,053,518 

商品 12,342,266 13,302,127 

貯蔵品 10,444 10,689 

繰延税金資産 66,444 26,178 

短期貸付金 55,307 53,850 

その他 414,346 457,009 

流動資産合計 14,971,509 16,497,297 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 887,484 848,021 

土地 2,740,444 2,740,444 

その他（純額） 640,284 688,575 

有形固定資産合計 4,268,212 4,277,040 

無形固定資産   

のれん 58,365 14,591 

その他 76,540 63,911 

無形固定資産合計 134,905 78,503 

投資その他の資産   

投資有価証券 230,904 245,366 

長期貸付金 744,743 708,820 

差入保証金 3,604,811 3,365,871 

繰延税金資産 560,320 453,571 

長期未収入金 854,178 265,757 

その他 167,349 182,459 

貸倒引当金 △263,347 △257,587 

投資その他の資産合計 5,898,960 4,964,258 

固定資産合計 10,302,078 9,319,802 

繰延資産 23,209 20,948 

資産合計 25,296,797 25,838,048 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,485,075 7,770,039 

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 2,970,880 

1年内償還予定の社債 580,000 680,000 

賞与引当金 20,840 34,200 

その他 538,226 534,897 

流動負債合計 13,636,865 13,345,017 

固定負債   

社債 1,690,000 1,595,000 

長期借入金 5,770,025 6,867,797 

退職給付引当金 715,016 721,332 

繰延税金負債 183,327 183,327 

その他 835,481 766,599 

固定負債合計 9,193,850 10,134,056 

負債合計 22,830,715 23,479,074 

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 △2,887,584 

自己株式 △18,215 △18,215 

株主資本合計 2,359,134 2,206,526 

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 5,053 

その他の包括利益累計額合計 △27,636 5,053 

新株予約権 16,428 16,428 

少数株主持分 118,156 130,966 

純資産合計 2,466,081 2,358,974 

負債純資産合計 25,296,797 25,838,048 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 27,527,744 26,432,146 

売上原価 20,723,964 19,813,172 

売上総利益 6,803,780 6,618,974 

販売費及び一般管理費 6,586,843 6,590,447 

営業利益 216,936 28,526 

営業外収益   

受取利息 25,825 18,537 

受取配当金 1,380 1,162 

受取手数料 36,571 29,933 

受取家賃 58,114 68,626 

情報提供料収入 47,395 47,888 

その他 25,176 21,075 

営業外収益合計 194,462 187,223 

営業外費用   

支払利息 131,060 121,828 

新株発行費 1,760 1,147 

その他 46,649 29,978 

営業外費用合計 179,470 152,954 

経常利益 231,928 62,796 

特別利益   

固定資産売却益 － 518 

投資有価証券売却益 － 15,800 

特別利益合計 － 16,319 

特別損失   

固定資産除却損 10,295 42,686 

減損損失 － 9,288 

その他 114 － 

特別損失合計 10,410 51,974 

税金等調整前四半期純利益 221,518 27,141 

法人税、住民税及び事業税 41,906 38,299 

法人税等調整額 26,108 128,639 

法人税等合計 68,014 166,939 

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（△）

153,503 △139,798 

少数株主利益 5,700 12,809 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 147,802 △152,607 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31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（△）

153,503 △139,798 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,515 32,690 

その他の包括利益合計 △26,515 32,690 

四半期包括利益 126,987 △107,107 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 121,286 △119,917 

少数株主に係る四半期包括利益 5,700 12,809 
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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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