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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 19,503 5.8 112 △83.4 255 △66.4 51 △90.3
25年3月期第1四半期 18,440 2.7 677 26.3 760 21.2 533 139.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 114百万円 （△78.6％） 25年3月期第1四半期 533百万円 （123.5％）

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

26年3月期第1四半期 2.79 ―
25年3月期第1四半期 29.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 40,493 14,934 36.9
25年3月期 39,455 15,249 38.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  14,934百万円 25年3月期  15,249百万円

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

25年3月期 ― ― ― 25.00 25.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 25.00 25.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 38,900 5.2 400 △44.2 600 △33.5 250 △48.4 13.45
通期 80,000 4.3 1,900 △0.8 2,300 △2.8 1,000 △5.5 53.81



(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 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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
結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 四半期決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しています。 

※  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   ：  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） 26年3月期1Q 19,473,200 株 25年3月期 19,473,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 850,982 株 25年3月期 890,482 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 18,598,342 株 25年3月期1Q 18,361,827 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

 （１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  8

    （継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  8

    （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  8

    （セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  8

ブックオフコーポレーション株式会社(3313)　平成26年3月期　第1四半期決算短信

- 1 -



（１）経営成績に関する説明 

 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、主力の「BOOKOFF」に加え、総合リユースへの事業拡大を目指し、大型複合店「BOOKOFF 

SUPER BAZAAR」と中型複合店「BOOKOFF PLUS」を当社グループの中核パッケージとして出店とリニューアルの促進を

図っており、当第１四半期連結累計期間において、「BOOKOFF」単独店を３店、「BOOKOFF SUPER BAZAAR」を１館出

店した他、既存の「BOOKOFF」の「BOOKOFF PLUS」へのリニューアルを１店舗行いました。 

 当連結会計年度は、主力の「BOOKOFF」において、来店機会の創出による販売客数の向上を重点課題として進めて

おり、仕入の強化に加え、５月にチェーン統一の販売キャンペーンを実施し、TVCMやチラシ等販売促進の強化を図り

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19,503百万円（前年同四半期比5.8%増）、営業利益

112百万円（前年同四半期比83.4%減）、経常利益255百万円（前年同四半期比66.4%減）、四半期純利益51百万円（前

年同四半期比90.3%減）となりました。 

   

 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13,363百万円（前年同四半期比4.5%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、FC加盟店１店舗となりました（閉店はグループ直営

店１店舗、FC加盟店５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。 

   

（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3,410百万円（前年同四半期比21.7%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２店舗となりました（閉店はグループ直営店27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））。 

 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。 

   

（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2,633百万円（前年同四半期比3.7%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。 

  

（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95百万円（前年同四半期比16.9%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。  

  

（２）財政状態に関する説明 

 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19,980百万円（前連結会計年度末は19,351百万円）とな

り、629百万円増加しました。業容の拡大に伴い商品が314百万円増加したことに加えて、現金及び預金が307百万円

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20,512百万円（前連結会計年度末は20,103百万円）とな

り、408百万円増加しました。出店投資等により有形固定資産が443百万円増加し、差入保証金の増加や投資有価証券

の取得等により、投資その他の資産が112百万円増加した一方で、のれんやソフトウェアの償却等により無形固定資

産が146百万円減少したことが主な要因です。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債残高は25,559百万円（前連結会計年度末は24,205百万円）となり、

1,354百万円増加しました。法人税等の納付により未払法人税等が771百万円減少した一方で、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2,223百万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14,934百万円（前連結会計年度末は15,249百万円）となり、

315百万円減少しました。四半期純利益を計上した一方で、剰余金の配当を行ったことにより利益剰余金が412百万円

減少したことが主な要因です。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25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 

  該当事項はありません。 

   

   

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,630,796 4,938,087

受取手形及び売掛金 1,085,791 1,073,094

商品 10,821,399 11,136,342

その他 2,813,513 2,833,473

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 19,351,497 19,980,994

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,999,209 5,438,647

リース資産（純額） 1,993,028 2,081,153

その他（純額） 739,736 655,663

有形固定資産合計 7,731,974 8,175,465

無形固定資産   

のれん 795,077 723,735

その他 942,144 866,489

無形固定資産合計 1,737,221 1,590,225

投資その他の資産   

差入保証金 8,935,519 8,960,093

その他 1,782,426 1,851,216

貸倒引当金 △83,474 △64,455

投資その他の資産合計 10,634,471 10,746,855

固定資産合計 20,103,667 20,512,545

資産合計 39,455,164 40,493,540
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,000,255 970,160

短期借入金 4,560,000 6,325,002

1年内返済予定の長期借入金 3,171,768 3,181,599

リース債務 486,745 508,948

未払法人税等 890,430 118,935

賞与引当金 277,042 90,897

売上割戻引当金 52,067 126,565

店舗閉鎖損失引当金 57,218 65,485

その他 3,542,353 3,548,265

流動負債合計 14,037,881 14,935,858

固定負債   

長期借入金 6,439,885 6,888,093

資産除去債務 1,387,843 1,418,698

リース債務 1,480,528 1,540,804

その他 859,304 776,020

固定負債合計 10,167,561 10,623,616

負債合計 24,205,443 25,559,475

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 10,269,308 9,856,628

自己株式 △503,054 △468,215

株主資本合計 15,429,451 15,051,610

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,139 41,981

為替換算調整勘定 △200,870 △159,527

その他の包括利益累計額合計 △179,730 △117,545

純資産合計 15,249,721 14,934,064

負債純資産合計 39,455,164 40,493,540
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 18,440,887 19,503,748

売上原価 7,498,307 8,182,997

売上総利益 10,942,580 11,320,751

販売費及び一般管理費 10,265,467 11,208,456

営業利益 677,112 112,295

営業外収益   

持分法による投資利益 855 2,139

自動販売機等設置料収入 45,057 49,219

古紙等リサイクル収入 62,518 72,439

その他 56,368 74,462

営業外収益合計 164,800 198,260

営業外費用   

支払利息 56,351 50,475

為替差損 17,241 －

その他 7,844 4,850

営業外費用合計 81,437 55,326

経常利益 760,475 255,229

特別損失   

投資有価証券売却損 8,173 7,361

店舗閉鎖損失引当金繰入額 43,510 10,799

固定資産除却損 11,323 4,496

減損損失 18,797 19,741

特別損失合計 81,805 42,398

税金等調整前四半期純利益 678,670 212,830

法人税、住民税及び事業税 114,447 83,669

法人税等調整額 30,523 77,272

法人税等合計 144,971 160,942

少数株主損益調整前四半期純利益 533,699 51,888

四半期純利益 533,699 51,888
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 533,699 51,888

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,029 21,926

為替換算調整勘定 9,821 41,342

持分法適用会社に対する持分相当額 △17 △1,084

その他の包括利益合計 △225 62,184

四半期包括利益 533,473 114,072

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 533,473 114,072

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。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

 （継続企業の前提に関する注記）

 （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 （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  12,788,740  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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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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

い中古物品の買取及び販売、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  13,363,590  3,410,550   2,633,836  19,407,978       95,770  19,503,748  －  19,503,748

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 121,760       314       72     122,147       43,497      165,645   △165,645  －

計  13,485,351   3,410,865   2,633,909  19,530,125      139,268  19,669,393   △165,645  19,503,748

セグメント利益又は 

損失(△) 
    665,919       78,634    △22,993     721,560     △64,278     657,282   △544,986     112,295

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計       721,560

「その他」区分の利益  

セグメント間取引消去 

          

 

△64,278

△11,937

全社費用（注）      △533,049

四半期連結損益計算書の営業利益  112,295

19,767

5,985

13,781
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