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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12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 ％

26年3月期第3四半期 58,715 3.7 746 △25.2 1,215 △7.0 349 △42.3
25年3月期第3四半期 56,637 1.1 998 △52.0 1,306 △44.2 605 △41.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 435百万円 （△23.4％） 25年3月期第3四半期 568百万円 （△45.5％）

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3四半期 18.89 ―
25年3月期第3四半期 32.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 41,571 14,586 35.1
25年3月期 39,455 15,249 38.7

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 14,586百万円 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、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 79,000 3.0 1,350 △29.5 1,800 △23.9 500 △52.7 26.82



(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
②①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3Q 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3Q 1,888,782 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3Q 18,493,789 株 25年3月期3Q 18,437,126 株
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（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３四半期連結累計期間において、「BOOKOFF」単独店を４店舗、「BOOKOFF SUPER BAZAAR」を３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、引き続き主力の「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、５月にチェーン統一の買取・販売キャンペーンを、また12月にチェーン統一の買取キャンペーンを実

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３四半期連結累計期間の業績は、売上高58,715百万円（前年同四半期比3.7%増）、営業利益

746百万円（前年同四半期比25.2%減）、経常利益1,215百万円（前年同四半期比7.0%減）、四半期純利益349百万円

（前年同四半期比42.3%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３四半期連結累計期間業績は、売上高39,595百万円（前年同四半期比2.5%増）となりました。  

 当第３四半期連結累計期間の出店は、グループ直営店７店舗、FC加盟店４店舗となりました（閉店はグループ直営

店７店舗、FC加盟店19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３四半期連結累計期間業績は、売上高10,751百万円（前年同四半期比16.7%増）となりました。  

 当第３四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（閉店はグループ直営店29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27店舗含む））。 

 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３四半期連結累計期間業績は、売上高8,097百万円（前年同四半期比4.6%減）となりました。  

 当第３四半期連結累計期間の出店はありませんでした（閉店はグループ直営店２店舗）。 

  

（その他） 

 当セグメント第３四半期連結累計期間業績は、売上高271百万円（前年同四半期比11.5%減）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の出店はありませんでした（閉店はグループ直営店１店舗）。  

  

（２）財政状態に関する説明 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は21,460百万円（前連結会計年度末は19,351百万円）とな

り、2,108百万円増加しました。業容の拡大に伴い商品が772百万円増加したことに加えて、現金及び預金が1,035百

万円増加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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（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は20,110百万円（前連結会計年度末は20,103百万円）とな

り、7百万円増加しました。出店投資等により有形固定資産が311百万円増加した一方で、のれんの償却等により無形

固定資産が163百万円減少し、差入保証金の減少等により投資その他の資産が141百万円減少したことが主な要因で

す。  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債残高は26,984百万円（前連結会計年度末は24,205百万円）となり、

2,778百万円増加しました。法人税等の納付により未払法人税等が504百万円減少した一方で、業容の拡大や自己株式

取得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3,503百万円増加したことが主な要因です。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産残高は14,586百万円（前連結会計年度末は15,249百万円）となり、

662百万円減少しました。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115百万円

減少したことに加え、自己株式の取得により自己株式が634百万円増加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10月25日発表の業績予想に変更はありません。  

  

  

（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,630,796 5,666,699 

受取手形及び売掛金 1,085,791 1,229,833 

商品 10,821,399 11,593,784 

その他 2,813,513 2,970,063 

貸倒引当金 △3 △4 

流動資産合計 19,351,497 21,460,376 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,999,209 5,332,803 

リース資産（純額） 1,993,028 2,011,867 

その他（純額） 739,736 699,060 

有形固定資産合計 7,731,974 8,043,731 

無形固定資産   

のれん 795,077 621,289 

その他 942,144 952,644 

無形固定資産合計 1,737,221 1,573,934 

投資その他の資産   

差入保証金 8,935,519 8,812,749 

その他 1,782,426 1,743,635 

貸倒引当金 △83,474 △63,298 

投資その他の資産合計 10,634,471 10,493,086 

固定資産合計 20,103,667 20,110,752 

資産合計 39,455,164 41,571,128 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,000,255 934,501 

短期借入金 4,560,000 8,400,002 

1年内返済予定の長期借入金 3,171,768 2,677,021 

リース債務 486,745 513,231 

未払法人税等 890,430 385,878 

賞与引当金 277,042 87,690 

売上割戻引当金 52,067 139,184 

店舗閉鎖損失引当金 57,218 87,459 

その他 3,542,353 3,598,274 

流動負債合計 14,037,881 16,823,243 

固定負債   

長期借入金 6,439,885 6,597,765 

資産除去債務 1,387,843 1,429,095 

リース債務 1,480,528 1,454,106 

その他 859,304 680,095 

固定負債合計 10,167,561 10,161,062 

負債合計 24,205,443 26,984,306 

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 10,154,026 

自己株式 △503,054 △1,137,165 

株主資本合計 15,429,451 14,680,058 

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 63,787 

為替換算調整勘定 △200,870 △157,024 

その他の包括利益累計額合計 △179,730 △93,236 

純資産合計 15,249,721 14,586,821 

負債純資産合計 39,455,164 41,571,128 
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 56,637,149 58,715,461 

売上原価 23,512,425 24,727,410 

売上総利益 33,124,724 33,988,050 

販売費及び一般管理費 32,126,635 33,241,519 

営業利益 998,089 746,531 

営業外収益   

持分法による投資利益 5,239 7,958 

自動販売機等設置料収入 143,253 146,907 

古紙等リサイクル収入 177,337 248,244 

その他 179,930 241,294 

営業外収益合計 505,761 644,405 

営業外費用   

支払利息 167,791 155,040 

その他 29,467 20,334 

営業外費用合計 197,259 175,375 

経常利益 1,306,591 1,215,561 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 14,138 

固定資産売却益 － 1,635 

特別利益合計 － 15,774 

特別損失   

投資有価証券売却損 38,401 28,483 

投資有価証券評価損 48,833 － 

店舗閉鎖損失 23,309 19,976 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 27,717 48,658 

固定資産除却損 17,099 5,808 

減損損失 98,623 130,681 

特別損失合計 253,983 233,609 

税金等調整前四半期純利益 1,052,608 997,725 

法人税、住民税及び事業税 449,966 554,284 

法人税等調整額 △2,697 94,155 

法人税等合計 447,269 648,439 

少数株主損益調整前四半期純利益 605,338 349,286 

四半期純利益 605,338 349,286 
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 605,338 349,286 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,413 40,841 

為替換算調整勘定 △24,206 43,845 

持分法適用会社に対する持分相当額 9,995 1,806 

その他の包括利益合計 △36,624 86,493 

四半期包括利益 568,714 435,779 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 568,714 435,779 

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。 
   

   

 当社は、平成25年11月19日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される 

同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、自己株式の取得を行いました。この自己株式の取得

により、自己株式が764,382千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において1,137,165千円となっております。 

 なお、当該決議に基づく自己株式の取得につきましては、平成25年11月20日をもって、終了しております。  

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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３四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。 

  

（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  38,629,690  9,212,854    8,487,735  56,330,280     306,868   56,637,149  －   56,637,149

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
     295,311      161      286      295,759      91,954      387,713    △387,713  －

計   38,925,002    9,213,015    8,488,022   56,626,040     398,823   57,024,863    △387,713   56,637,149

セグメント利益又は 

損失(△) 
   2,142,563      318,568     △93,721    2,367,410      1,920    2,369,331  △1,371,241      998,089

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計      2,367,410

「その他」区分の利益           1,920

セグメント間取引消去      23,422

全社費用（注）      △1,394,663

四半期連結損益計算書の営業利益      998,089

98,623

78,177

15,022

5,422
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（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。 

    

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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」及び「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」、「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３四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。 

    

  （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  39,595,491  10,751,028   8,097,374   58,443,894     271,567   58,715,461  －   58,715,461

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
     308,182       1,896         427      310,507     122,535      433,042   △433,042  －

計   39,903,673   10,752,925    8,097,801   58,754,401     394,102   59,148,503    △433,042   58,715,461

セグメント利益又は 

損失(△) 
   1,867,080      635,002     △50,145    2,451,937   △267,446    2,184,491  △1,437,959      746,531

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計          2,451,937

「その他」区分の利益           △267,446

セグメント間取引消去      △32,629

全社費用（注）         △1,405,329

四半期連結損益計算書の営業利益      746,531

114,880

98,203

2,895

13,781
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