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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 27,975 △1.8 564 6.2 508 10.4 46 △72.7

21年3月期 28,497 4.0 531 702.1 460 249.7 168 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 18.35 18.24 1.8 2.9 2.0
21年3月期 70.41 70.38 7.5 2.5 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 17,661 2,968 16.7 1,061.15
21年3月期 17,873 2,325 13.0 966.70

（参考） 自己資本   22年3月期  2,949百万円 21年3月期  2,320百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 269 △138 140 1,915
21年3月期 1,540 △1,233 △668 1,643

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00 40 24.1 1.8
22年3月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00 44 92.6 1.7

23年3月期 
（予想）

― 8.00 ― 9.00 17.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

13,100 △3.1 150 424.3 120 ― △130 ― △46.77

通期 27,500 △1.7 400 △29.1 350 △31.2 △100 ― △35.97
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、19ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 2,900,000株 21年3月期 2,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  120,160株 21年3月期  63株

※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条件に基づいており、
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきまして
は、４ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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※平成 23 年 3 月期の連結業績予想について 

当社は、平成 22 年 3 月 16 日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議し、平成

22年 4月 1日付で株式会社メディサイトコーポレーションを設立いたしました。つきましては、

平成 23 年 3 月期より連結決算会社となりますので、業績予想につきましては、以下のとおり、

連結業績予想をお知らせいたします。 

なお、株式会社メディサイトコーポレーションは設立初年度であり、当社の業績に与える影響

は軽微であるため、平成 23 年 3 月期の連結業績予想は、1 ページ「3. 23 年 3 月期の業績予想」

と同額であります。 

 

平成 23 年 3 月期の連結業績予想（平成 22 年 4月 1日～平成 23 年 3月 31 日） 

（％表示は通期は対前期、第 2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 
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 

連結累計期間 
13,100 － 150 － 120 － △130 － △46.77

通期 27,500 － 400 － 350 － △100 － △35.97
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（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益については一部に底打ちや改善の兆しが見られつつあるものの、個

人消費については雇用や賃金を巡る環境の悪化から生活防衛意識は一層高まり、デフレ状況が進行するなど依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

書店業界におきましては、個人消費が冷え込むなか、平成21年の出版物の推定販売額は21年ぶりに2兆円を割り

込み、書籍・雑誌の合計販売金額は５年連続して前年を下回っております。（出版科学研究所） 

このような状況のなかで、当社は、新規出店を移転増床による１店舗（大ぐち店）に抑制する一方で、新規商材

の投入にあわせて既存店の売場改装を順次実施し、レンタルコミックや中古本の導入店舗拡大を進め、さらに、平

成21年８月からは、ポイントサービスの全店導入を開始するなど営業力の強化を図ってまいりました。  

レンタルコミックにつきましては、大ぐち店を含めて50店舗へ導入し、レンタル部門併設店舗のほぼ全店への導

入を終了いたしました。また、ふるほんタウン（中古本）を新たに６店舗へ導入し、導入店舗数を前事業年度末の

２店舗から８店舗に、キッズタウン（駄菓子・玩具）を新たに19店舗へ導入し、導入店舗数を前事業年度末の３店

舗から22店舗に拡大しております。 

店舗数につきましては、平成21年６月に大口店（愛知県、大ぐち店に移転増床）、平成22年２月にネオポリス店

（三重県）、同年３月に近鉄ハーツ店（大阪府）を閉店した結果、当事業年度末の店舗数は88店舗となりました。

以上の結果、当事業年度の売上高は、厳しい業界環境を受けて 百万円（前事業年度比 ％減）と前事業

年度に比べ減収となりましたが、新規出店の抑制や一部賃借資産の譲受などによる費用の減少などから、営業利益

は 百万円（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）と増益となりました。一方で、一部の店舗で

減損損失を 百万円計上したことなどから、当期純利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

部門別の状況は次のとおりであります。       

（書店部門）  

書店部門におきましては、出版物の推定販売金額は５年連続で減少し、厳しい業界環境が続いております。そ

うしたなか当事業年度の取組としましては、提案型の売場作りの強化を図り、従来一律に実施していた全店フェ

アを店舗ごとの特性に合わせて展開できるようにし、また、時節に合わせての作家のピックアップやメディア化

コーナーの展開などを行うとともに、チェーン店のメリットを活かし、本部におけるバイイング活動を強化し、

売れ筋商品の供給時間の短縮や店舗間でのローリングなど、飽きの来ない鮮度の高い売場の実現を図ってまいり

ました。 

以上の結果、書店部門の売上高は 億 百万円（前年同期比 ％減）となりました。  

（文具部門）  

文具部門におきましては、雑貨や駄菓子・玩具などと組み合わせた新たな売場展開を行い、取扱商品を拡大し

て新たな需要を取り込みました。また、定番商品の入替を随時実施する一方で、年間計画に基づく季節商品やフ

ェア商品の展開により鮮度の高い魅力的な売場作りに努めました。 

以上の結果、文具部門の売上高は 億 百万円（同 ％増）となりました。  

（セルＡＶ部門）  

セルＡＶ部門におきましては、市場規模の減少が続いており、厳しい状況で推移いたしました。そうしたな

か、提案型の売場の展開やモニター、試聴機を使用しての拡販活動の実施などを通じて魅力的な売場作りを行っ

てまいりました。また、新譜のビッグタイトル発売に合わせての全社的な予約獲得活動やＤＶＤのディスカウン

ト販売を実施するなど拡販活動を行ってまいりました。 

以上の結果、セルＡＶ部門の売上高は 億 百万円（同 ％減）となりました。   

（ＴＶゲーム部門)  

ＴＶゲーム部門におきましては、中古ゲーム分野ではタイトル不足などから厳しい状況が続きましたが、ＰＯ

Ｐ等を利用して買取価格の訴求効果アップを図るなどして買取強化による商品確保に努めました。新品ゲーム分

野では、事前予約獲得のための店頭告知の強化などにより顧客の囲い込みを図る一方で、ディスプレイやモニタ

ーにより売場を演出し拡販に努めました。 

以上の結果、ＴＶゲーム部門の売上高は 億 百万円（同 ％増）となりました。  

（レンタル部門） 

レンタル部門におきましては、競合他社による低価格競争が継続して行われている状況などから売上は伸び悩

み、厳しい状況が続いております。そうしたなかでも、韓流・洋画ＴＶコーナーの商品の拡充、アニメコーナー

でのＰＯＰを活用した訴求効果のある売場の展開などを行いました。一方、レンタルコミックにつきましては、

前事業年度末の22店舗から72店舗に、取扱店を一挙に拡大いたしました。これにより、レンタル売場併設店舗の

ほぼ全店への導入が終了いたしました。 

以上の結果、レンタル部門の売上高は 億 百万円（同 ％減）となりました。  

１．経営成績

279億75 1.8

5億64 6.2 5億8 10.4

3億25 46 72.7

176 34 0.9

13 73 7.8

25 53 12.3

9 76 4.4

51 65 4.3
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（その他） 

前事業年度から取扱を始めました中古本は、導入店舗を拡大し、前事業年度末の２店舗から８店舗といたしま

した。同時に、買取専門コーナーの導入店舗は同じく３店舗から28店舗へと拡大しております。 

以上の結果、その他の売上高は、自動販売機収入、受取手数料、賃貸収入などと合わせて 億 百万円（同

％増）となりました。 

  

② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、景気は緩やかな回復傾向に向かいつつあるとの見通しがあるものの、雇用情勢の

厳しさは依然として続いており、個人消費の回復にはまだ相当の時間がかかるものと思われます。 

こうしたなかで、当社といたしましては、雑貨、駄菓子、玩具などの新規商材の取り込みを図る一方で、セル、

リサイクル、レンタルなどの提供方法の多様化との組み合わせにより、引き続き地域のニーズに合った品揃えを追

求し、安価な娯楽の提供により消費者の生活防衛に寄与することで、競争力を強化してまいります。 

書店部門では、訴求力を高めるためのディスプレイを実現する什器の開発と推薦図書拡充による提案型売場展開

の推進、また本部におけるバイイング機能の更なる強化により個店ごとのニーズにあった売場作りの実現を図って

まいります。 

文具部門では、雑貨、駄菓子、玩具の取扱店舗の拡大、新規商材の導入など新たな需要の喚起を促し、拡販に努

めます。また、定期的な商品の入替を実施し、鮮度の高い魅力的な売場の維持を図ってまいります。 

セルＡＶ部門では、新譜商品の予約告知と販売強化を図る一方で、新譜コーナーを拡充し、ＰＯＰ等を活用した

売場の演出を図ります。 

ＴＶゲーム部門では、ＰＳ２からＰＳ３への世代交代が進んでいる現状を踏まえた商品構成に売場を変更すると

ともに、ＰＯＰやポスターを活用しての中古商品の買取強化に取り組んでまいります。 

レンタル部門では、競合状況の変化に合わせての店舗ごとの料金、泊数の設定に取り組みます。また、ＣＤやコ

ミックのセールの実施や、ＤＶＤのジャンル別ランキングコーナーの充実、ケータイ会員へのメールを利用しての

販促活動など、顧客の来店頻度を高める施策に取り組んでまいります。 

その他、ふるほんタウンにつきましては、引き続き導入店舗の拡大を図る一方で、中古本販売を取り扱っていな

い店舗も含めた、全店での買取実施の実現による商品力の強化に取り組んでまいります。 

出店につきましては、これまで書店、文具、セルＡＶ、ＴＶゲームおよびレンタルの各部門のうち４部門以上を

組み合わせた複合型業態「ＭＥＤＩＳＩＴＥ」を主に展開してきておりましたが、今後、マルチパッケージとマル

チサプライをさらに推し進め、ふるほんタウンやキッズタウンのほか、雑貨やレンタルコミックなど新たな事業領

域を取り込んでの新規出店をしてまいりたいと考えております。  

こうした取組を踏まえましても、当業界をめぐる環境の厳しさを鑑みまして、次期の見通しにつきましては慎重

に検討した結果、売上高は 億円（前年同期比 ％減）、営業利益は 億円（同 ％減）、経常利益は 億 百

万円（同 ％減）を見込んでおります。また、次期においては、「資産除去債務に関する会計基準」の適用初年

度となり、それに伴う特別損失が発生することなどから、当期純損失を 億円（前事業年度は当期純利益 百万

円）と見込んでおります。 

  

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度の資産につきましては、減損損失を計上したことなどから固定資産が 億 百万円減少して、

百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

負債につきましては、支払手形が 億 百万円減少、買掛金が 億 百万円減少したことなどから、 百万

円（同 ％減）となりました。 

純資産につきましては、第三者割当増資により資本金と資本準備金がそれぞれ 億 百万円増加したことなどから

百万円（同 ％増）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 百万円増加

し、当事業年度末には 百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は 百万円となりました。これは主に税引前当期純利益が 百万円であっ

たこと、減価償却費が 百万円であったこと、仕入債務の減少が 百万円であったことなどによるもので

あります。 

2 71

41.6

275 1.7 4 29.1 3 50

31.2

1 46

1 74 176億61

1.2

4 68 2 76 146億92

5.5

4 6

29億68 27.7

2億71

19億15

2億69 2億12

7億36 7億45
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に固定資産の取得による支出 百万

円、有価証券の償還による収入 百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果得られた資金は 百万円となりました。これは主に新規借入による資金調達 円と借入金

の返済 百万円、株式の発行による収入 百万円、自己株式の取得による支出 百万円によるものであ

ります。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）自己資本比率           ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

２．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。  

３．時価ベースの自己資本比率につきましては、平成18年３月期以前においては当社株式が非上場であることか

ら記載しておりません。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、全国展開を視野に入れての店舗網の拡充で、長期的な事業の拡大と経営基盤の確立を目指すため、キャッ

シュ・フローを重視したローコスト経営を推進し収益力の向上に努めるとともに、今後の事業展開に備えて財務体質

の強化を図りながら、株主各位への利益還元を行うことを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、上記の方針に基づき普通配当 円（中間配当８円）とさせていただく予定です。ま

た、次期の配当につきましても、当期と同額であります 円（中間配当８円）を予定しております。 

内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び今後の事業展開のための設備投資等に活用してまいりたいと考

えております。 

  

（４）事業等のリスク 

ⅰ．事業内容について  

当社の事業内容等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の

ようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、決算発表日現在において当社が判断したものであります。  

① 出店について 

当社は、書店・文具・セルＡＶ・ＴＶゲーム・レンタル等、複数のエンタテインメント・コンテンツを一つの

店舗で提供する複合型新業態「ＭＥＤＩＳＩＴＥ」をビジネスモデルとして、人口３万人程度の小商圏でも出店

可能なローコストオペレーションを活用して多店舗展開を行っております。しかしながら、後述ⅰ．④のように

競合状況が激しくなるなかで、その競争力を維持できるかは不確定要素であります。また、ローコストでの出店

を実現するため、多くの店舗で賃貸物件を利用しており、地主又は貸主との交渉次第では出店計画が変更になる

場合もあります。これらの事情により計画どおりの出店ができない場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。  

1億38 2億88

1億50

1億40 5億

9億20 8億9 2億7

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  11.3  13.8  12.0  13.0  16.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
－  17.4  13.2  16.2  28.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 11.2  3.5  23.0  3.0  16.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 4.4  13.2  2.6  17.5  3.2

17

17
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② 差入保証金等について  

当社は、ローコストでの出店を可能にするため、多くの店舗で賃貸物件を利用しており、貸主に対して敷金を

差し入れております。また、地主及び貸主に建物の建築を依頼し賃借を行う場合には、貸主に対して建設協力金

として建築費の一部を貸し付け、契約期間内に賃料と相殺で当社に返済される契約を締結する場合があります。

平成22年３月期末現在での残高は、差入保証金が 百万円（建設協力金 億 百万円を含む）であります。 

これらの契約は、貸主の経済的破綻等による敷金又は建設協力金の回収リスクを伴うものであります。また、

借主である当社側の都合による契約の中途解約の場合等、契約内容に従って返還請求権の放棄や違約金の支払い

が必要になる場合があります。  

③ 特定仕入先への依存度について  

当社の主要な取引先は株式会社トーハンであり、平成22年３月期における当社の総仕入実績に対する割合は

％となっております。株式会社トーハンとは取引基本契約を締結し、これまで取引関係は安定的に推移して

おりますが、このような取引関係が継続困難となった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

④ 競合について  

当社を取り巻く環境は、複合型という店舗の特性から、同業他社のみならず１００円ショップやコンビニエン

ス・ストアなどの他業種や、インターネット通信販売等による無店舗小売業との競合も発生するなど多岐に渡

り、競合状況は激しさを増しております。映像や音楽などのインターネットによるコンテンツ配信サービスの普

及により、競争構造の変化も進んでおります。 

こうしたなかで当社は、店舗の複合化を推進することによって店舗価値を高め、地域のニーズにあった店舗開

発を目指しております。このように当社は絶えず競争力のある店舗開発を進めておりますが、対応しきれない場

合には業績の低迷を招く可能性があります。  

⑤ 大規模なシステム障害の発生に伴うリスクについて  

当社は、平成22年３月31日現在、東海３県を中心に２府 県に 店舗を直営で展開しており、個々の店舗にお

いて、高位平準化されたサービスの提供に努めております。それを実現するため、マーケットニーズにあった売

場作りのための商品管理や、効率的な店舗運営のための業務管理を行う必要があり、システム環境の整備を推進

しております。 

これらのシステムが、外的もしくは内的な何らかの要因、あるいは自然災害等により、当社の予測を超える障

害の発生に見舞われ、著しく業務に支障をきたした場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑥ 災害等に関するリスクについて 

店舗施設等の周辺地域において、大規模な地震や台風等の災害あるいは予期せぬ事故等が発生し、同施設等に

物理的に損害が生じ、当社の販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、さらに人的被害があった場合、当社

の事業、財務状況及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、感染症災害の発生のほか、事故、暴動、テロ活動その他当社の供給業者もしくは仕入・流通ネットワー

クに影響を与える何らかの事象が発生し、当社の販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、さらに人的被害

があった場合、当社の事業、財務状況及び業績に影響を及ぼす可能性があります。  

⑦ 減損会計について  

固定資産の価格の下落や店舗の継続的な収益の悪化により、新たに減損損失計上の要件に該当する物件が発生

した場合には、当社の業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

ⅱ．法的規制について 

① 大規模小売店舗立地法について 

当社の出店政策につきましては、「大規模小売店舗立地法（以下「立地法」という。）」の規制を受ける場合

があり、出店計画に影響を与える場合があります。 

立地法は、小売業を巡り経済的、社会的環境変化を踏まえ、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃

棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図る制度として、建物設置者が大規

模小売店を設置しようとする場合に配慮すべき事項を定めたものであります。当社が規制対象となる1,000㎡超

の新規店舗出店及び既存店舗の増床を行った場合には、出店コスト上昇等の影響を受ける可能性があります。  

13億53 2 49

67.6

10 88
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② 再販価格維持制度について 

当社の主力商品であります書籍及びＣＤは「再販売価格維持制度（以下「再販制度」という。）」の適用対象

になっております。 

再販制度とは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）」の第23条第４項に基づき

著作物等を発行する事業者が販売の相手方である事業者と再販売価格（定価）を決めてこれを維持する契約をし

ても、同法は適用されないとする制度であります。公正取引委員会は、平成13年３月23日に同制度の廃止を促す

意見に対して、国民的合意形成がなされていないことを理由に、当面同制度を存置することが適当であるとの見

解を示しました。これにより、当社の取扱商品への影響は当面ないものと考えられますが、今後において制度の

改正又は廃止等が行われた場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

③ 個人情報保護法について 

「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、当社は個人情報保護方針・社内規程・マニュアル等を制定

し、個人情報の取扱いに関し細心の注意を払うように留意をしております。しかしながら、個人情報の漏洩等の

事故が発生した場合には、当社への賠償請求等がなされること及び信頼感の低下に伴う売上高の減少等により、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

④ 青少年保護育成条例について 

当社は、成人向け商品のレンタル及び販売について、「愛知県青少年保護育成条例」及び各自治体の同種の条

例を遵守し、必要な配慮を行っております。 

レンタルにおいては入会時には身分証明書の提示を求めており、また18歳未満の方に成人向けビデオ等を貸出

できないよう、会員証によってレジで年齢が判別できるシステムを導入しております。さらに成人向けコーナー

は店内でも他の売場から区切られたスペースにし、かつ18歳未満の方の入場を禁止する旨をコーナー入口に掲示

しております。しかしながら、こうした運営管理の徹底が図られなかった場合には、当社に対する信用の失墜等

により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

⑤ 古物営業法について 

当社が行っているリサイクル品の買取及び販売事業は、「古物営業法」による規制を受けております。 

古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制を

行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としております。

当社は、同法を遵守するとともに以下のルールを独自に設け、必要な配慮を行っております。 

１）同一顧客から同一アイテムの買取を２点以上行わない。 

２）12歳未満の顧客からの買取は、保護者同伴の場合以外には行わない。 

３）12歳以上から18歳未満の顧客からの買取は、保護者への買取承諾の確認連絡がつかない限り行わない。 

しかしながら、こうした運営管理の徹底が図られなかった場合には、古物営業許可の取り消し、又は古物営業

の停止を命じられることなどにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

⑥ 著作権法について 

当社におけるビデオソフト（ＤＶＤソフトを含む。以下も同じ。）のレンタル業務は著作権法の頒布権に関す

る規定の適用を受けており、ＣＤ及びコミックのレンタル業務は同法の貸与権に関する規定の適用を受けており

ます。当社では、同法の規定を遵守して、ビデオソフトとＣＤ及びコミックのレンタルに関する著作権料を支払

い、レンタル事業を行っておりますが、今後著作権料の高騰が起こった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 
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当社の事業内容を事業系統図で示すと次のとおりであります。 

なお、 近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）において、重要性が乏しいため記載を省略しておりました関

連会社については、平成21年12月21日付で清算結了しているため、「関係会社の状況」の開示を省略しております。 

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

当社は、昭和53年12月設立以来「手軽に行けるところに満足できる書店を作り続けることで本（ＤＶＤ・ＣＤ・ゲ

ームソフト）とのであいの場を提供し、一般の人の普段の暮らしを豊かにする」ことを基本理念として店舗展開を行

ってまいりました。書籍・雑誌、文具の専門店から開始し、お客様のニーズに積極的に応えるべく取扱商品にセルＡ

Ｖ、ＴＶゲーム、レンタルを加えた複合大型店を展開してまいりました。 

今後、ますます多様化する消費者のニーズに応え、また積極的に情報を発信することによりお客様の潜在的ニーズ

を開拓すべく、「書店のないところに書店をつくる」戦略をさらに推し進めてまいりたいと存じます。 

  

（２）目標とする経営指標 

当社では、資本の収益性指標として総資本対経常利益率（ＲＯＩ）を重視しております。それは、企業の成長速度

は、ＲＯＩの水準と強い相関関係があるものと考えているからであります。ＲＯＩは売上高対経常利益率×資本回転

率と分解できますので、具体的にはこの売上高対経常利益率と資本回転率が主要な経営指標となります。 

当事業年度における売上高対経常利益率は ％（前事業年度 ％）、資本回転率 回転（前事業年度 回

転）でありました。今後、効率的で収益性の高いビジネスモデルの開発に取り組み続けることにより、これらの数値

を改善してまいりたいと思います。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、昭和53年12月に株式会社として設立以来、「本とのであいのおてつだい」をコンセプトに、書籍・雑誌・

文具の専門店として多店舗展開を図ってまいりました。取扱商品につきましては、昭和62年からはレンタルビデオ・

ＣＤ、平成９年にはセルＣＤ、平成14年にはリサイクルゲームソフトなど拡張強化を図り、業容も拡大してまいりま

した。 

当社の基本理念は「手軽に行けるところに満足できる書店を作り続けることで本（ＤＶＤ・ＣＤ・ゲームソフト）

とのであいの場を提供し、一般の人々の普段の暮らしを豊かにする」ことであります。そのために、「効率的な仕組

によって利益を出す運営」と「顧客に支持される商品構成や規模」の標準店という出店スタイルを作り、積極的に多

店舗展開を進めてまいりました。 

今後は、複数のエンタテインメント・コンテンツを一つの店舗で提供するマルチパッケージと同一のコンテンツで

も新品販売、中古販売、レンタルなど、お客様のライフスタイルごとのニーズに合った商品提供をさせていただくマ

ルチサプライへの取り組みを通じて新たなビジネスモデルを開発し、ショッピングセンターへの出店や、他企業から

の出店要請も受けることにより、自社開発では不可能な急速出店を可能とし、当社の基本理念を実現し広く社会に貢

献していきたいと考えております。 

  

（４）会社の対処すべき課題 

出版物及び映像、音楽著作物を取り巻く小売環境はますます厳しさを増しておりますが、当社は創業以来の基本理

念に立ち返り、「本とのであいのおてつだい」を実践するため、新たな需要の開拓に取り組んでまいります。  

① 新たなフォーマットへの挑戦  

当社は、本をはじめとして、映像、音楽、ゲーム、文具、雑貨、菓子、玩具などといったホームエンタテインメ

ントとそれらに関連した商品を複合的に取り扱うマルチパッケージ化と、新品販売、中古販売、レンタルなど提供

方法の複合化によるマルチサプライ化により、お客様にとって利便性の高い魅力的な売場作りを行っております。

当社は、本をお買い求めに来られるお客様の背景にあるニーズを取り込み、「本を核としたバラエティストア」

としての売場作りに取り組むことで、新たなフォーマットを実現してまいります。 

② 新たなオペレーションへの挑戦  

取扱商品の多様化によるベンダーの増加は、店舗への配送便の増加を招くとともに、検品、商品加工作業など現

場作業を圧迫しております。こうした状況を打破するため、物流センターを立ち上げて、店舗への一括納品と現場

作業のセンターへの集中化を図ってまいります。これにより店舗における現場作業の削減につなげ、生産性向上を

図ってまいります。  

③ 新たなビジネスへの挑戦  

当社は、これまで専門店として小売業に特化して事業を行ってまいりましたが、今後、新たなフォーマットや新

たなオペレーションによる事業モデルをパッケージ化し、同様の需要を持つ同業他社へ向けてのビジネスを開始し

てまいります。 

  

３．経営方針

1.8 1.6 1.57 1.57
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（５）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。 

  

（６）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,539,700 1,891,936

売掛金 62,445 66,084

有価証券 146,863 －

商品 5,727,194 5,569,284

貯蔵品 30,632 34,105

前払費用 34,202 34,891

繰延税金資産 105,199 103,389

その他 199,186 107,915

流動資産合計 7,845,424 7,807,608

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  6,208,628 ※1  6,201,778

減価償却累計額 △2,360,212 △2,641,922

建物（純額） ※1  3,848,416 ※1  3,559,856

構築物 851,781 848,016

減価償却累計額 △581,681 △617,390

構築物（純額） 270,100 230,626

車両運搬具 13,654 13,654

減価償却累計額 △11,821 △12,362

車両運搬具（純額） 1,833 1,292

工具、器具及び備品 3,136,717 3,129,349

減価償却累計額 △2,383,698 △2,570,831

工具、器具及び備品（純額） 753,018 558,518

土地 ※1  2,558,423 ※1  2,780,591

建設仮勘定 702 34,602

有形固定資産合計 7,432,495 7,165,487

無形固定資産   

借地権 187,878 177,878

商標権 122 84

ソフトウエア 239,697 223,065

電話加入権 9,517 9,517

施設利用権 5,174 7,591

その他 39,973 139,912

無形固定資産合計 482,364 558,049

投資その他の資産   

投資有価証券 129,489 159,788

出資金 392 342

関係会社出資金 5,250 －

長期貸付金 30,000 20,000

従業員に対する長期貸付金 2,454 2,196

長期前払費用 148,849 130,058

繰延税金資産 394,422 454,534

差入保証金 1,421,131 1,353,072

その他 209 16,420
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

貸倒引当金 △19,240 △6,500

投資その他の資産合計 2,112,957 2,129,913

固定資産合計 10,027,817 9,853,450

資産合計 17,873,242 17,661,058

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,227,839 3,759,321

買掛金 5,502,260 5,225,502

1年内返済予定の長期借入金 ※1  793,680 ※1  823,968

未払金 196,088 264,052

未払費用 148,431 141,339

未払法人税等 266,240 101,778

未払消費税等 103,823 79,390

前受金 － 9,639

預り金 － 52,725

賞与引当金 93,500 70,857

ポイント引当金 － 43,530

その他 542 656

流動負債合計 11,332,405 10,572,761

固定負債   

長期借入金 ※1  3,833,580 ※1  3,718,816

退職給付引当金 356,963 375,851

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,215,507 4,119,632

負債合計 15,547,913 14,692,393

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,600 1,200,100

資本剰余金   

資本準備金 520,533 927,033

資本剰余金合計 520,533 927,033

利益剰余金   

利益準備金 20,000 20,000

その他利益剰余金   

別途積立金 700,000 700,000

繰越利益剰余金 267,529 272,846

利益剰余金合計 987,529 992,846

自己株式 △60 △207,165

株主資本合計 2,301,602 2,912,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,425 36,998

評価・換算差額等合計 18,425 36,998

新株予約権 5,300 18,850

純資産合計 2,325,328 2,968,664

負債純資産合計 17,873,242 17,661,058
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 28,497,289 27,975,311

売上原価   

商品期首たな卸高 5,828,933 5,742,075

当期商品仕入高 19,984,968 19,489,457

合計 25,813,902 25,231,533

商品期末たな卸高 5,727,194 5,584,166

商品売上原価 ※1  20,086,708 ※1  19,647,366

売上総利益 8,410,580 8,327,944

販売費及び一般管理費   

販売手数料 78,307 80,768

発送運賃 86,029 78,336

広告宣伝費 112,799 110,550

ポイント引当金繰入額 － 43,530

役員報酬 175,860 185,232

給料及び手当 2,722,292 2,747,364

賞与 132,447 120,694

賞与引当金繰入額 93,500 70,857

退職給付費用 38,062 39,972

法定福利費 182,428 184,117

福利厚生費 122,114 110,552

水道光熱費 489,165 450,705

消耗品費 191,511 208,839

貸倒引当金繰入額 6,500 －

租税公課 166,197 178,015

減価償却費 803,667 733,978

地代家賃 1,420,056 1,378,904

その他 1,057,874 1,040,982

販売費及び一般管理費合計 7,878,815 7,763,401

営業利益 531,765 564,542

営業外収益   

受取利息 7,553 6,433

受取配当金 2,816 5,325

受取保険金 10,865 17,328

その他 6,922 8,161

営業外収益合計 28,158 37,248

営業外費用   

支払利息 88,446 84,153

その他 10,686 9,148

営業外費用合計 99,132 93,302

経常利益 460,790 508,488
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  26 ※2  13,171

投資有価証券売却益 5,092 415

貸倒引当金戻入額 － 12,740

賞与引当金戻入額 22,747 22,900

特別利益合計 27,865 49,227

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  11,775

固定資産除却損 ※4  11,933 ※4  7,699

減損損失 ※5  70,869 ※5  325,728

保証金償却 26,429 －

その他 215 92

特別損失合計 109,446 345,296

税引前当期純利益 379,209 212,419

法人税、住民税及び事業税 300,274 236,779

法人税等調整額 △90,033 △70,476

法人税等合計 210,241 166,303

当期純利益 168,968 46,116
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 793,600 793,600

当期変動額   

新株の発行 － 406,500

当期変動額合計 － 406,500

当期末残高 793,600 1,200,100

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 520,533 520,533

当期変動額   

新株の発行 － 406,500

当期変動額合計 － 406,500

当期末残高 520,533 927,033

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 20,000 20,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,000 20,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 700,000 700,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 700,000 700,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 136,959 267,529

当期変動額   

剰余金の配当 △38,398 △40,798

当期純利益 168,968 46,116

当期変動額合計 130,569 5,317

当期末残高 267,529 272,846

利益剰余金合計   

前期末残高 856,959 987,529

当期変動額   

剰余金の配当 △38,398 △40,798

当期純利益 168,968 46,116

当期変動額合計 130,569 5,317

当期末残高 987,529 992,846
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △60 △60

当期変動額   

自己株式の取得 － △207,105

当期変動額合計 － △207,105

当期末残高 △60 △207,165

株主資本合計   

前期末残高 2,171,033 2,301,602

当期変動額   

新株の発行 － 813,000

剰余金の配当 △38,398 △40,798

当期純利益 168,968 46,116

自己株式の取得 － △207,105

当期変動額合計 130,569 611,212

当期末残高 2,301,602 2,912,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 32,352 18,425

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,926 18,573

当期変動額合計 △13,926 18,573

当期末残高 18,425 36,998

新株予約権   

前期末残高 － 5,300

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,300 13,550

当期変動額合計 5,300 13,550

当期末残高 5,300 18,850

純資産合計   

前期末残高 2,203,385 2,325,328

当期変動額   

新株の発行 － 813,000

剰余金の配当 △38,398 △40,798

当期純利益 168,968 46,116

自己株式の取得 － △207,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,626 32,123

当期変動額合計 121,942 643,336

当期末残高 2,325,328 2,968,664
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 379,209 212,419

減価償却費 805,822 736,214

減損損失 70,869 325,728

賞与引当金の増減額（△は減少） 942 △22,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,130 18,888

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,500 △12,740

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 43,530

受取利息及び受取配当金 △10,370 △11,758

支払利息 88,446 84,153

差入保証金償却額 26,429 －

固定資産売却損益（△は益） △26 △1,396

固定資産除却損 11,933 7,699

投資有価証券売却損益（△は益） △5,092 △415

売上債権の増減額（△は増加） △5,578 △3,639

たな卸資産の増減額（△は増加） 290,537 154,436

仕入債務の増減額（△は減少） △20,947 △745,275

未払消費税等の増減額（△は減少） 100,235 △24,432

その他 △11,025 △6,002

小計 1,753,015 754,767

利息及び配当金の受取額 3,794 6,077

利息の支払額 △88,037 △84,529

法人税等の支払額 △128,396 △406,825

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,540,377 269,490

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △977,015 △288,927

無形固定資産の取得による支出 △116,832 △119,959

有形固定資産の売却による収入 481 93,028

有形固定資産の除却による支出 △5,006 △5,047

長期貸付金の回収による収入 10,249 10,257

有価証券の償還による収入 － 150,000

投資有価証券の取得による支出 △181,000 －

投資有価証券の売却による収入 24,352 540

その他 11,002 21,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233,770 △138,796

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △929,780 △920,734

株式の発行による収入 － 809,420

自己株式の取得による支出 － △207,105

配当金の支払額 △38,280 △40,684

財務活動によるキャッシュ・フロー △668,060 140,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,454 271,591

現金及び現金同等物の期首残高 2,004,988 1,643,534

現金及び現金同等物の期末残高 1,643,534 1,915,125
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該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

主として売価還元法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用してお

ります。 

(1）商品 

同左 

  (2）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

(2）貯蔵品 

同左 

  （会計方針の変更） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、売価還元法による原価法

によっておりましたが、当事業年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）が適用されたことに伴い、主として売

価還元法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ 千円減

少しております。 

また、従来、商品の評価基準及び評価方

法は、売価還元法による原価法によってお

りましたが、当事業年度より、ＴＶゲーム

部門商品につきましては移動平均法による

原価法に変更いたしました。これは、コン

ピュータによる受払い及び在庫管理システ

ムの導入により、価格変動の激しいＴＶゲ

ーム部門商品の期間損益をより適正に計算

することが可能になったためであります。

なお、この変更に伴い従来と同一の方法

によった場合と比較して、当事業年度末の

商品が 千円増加したことにより、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

同額増加しております。  

39,879

3,167

－ 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備は除く）に

ついては定額法）を採用しております。

取得価額10万円以上20万円未満の減価

償却資産については、３年間で均等償却

しております。 

なお、事業用定期借地権等が設定され

ている建物及び構築物については、当該

契約期間を耐用年数の限度とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         15～34年 

構築物        10～20年 

工具、器具及び備品  ３～８年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち、当事業年度の負

担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  － (3）ポイント引当金 

将来のポイントの使用により発生する

費用に備えるため、未使用ポイント残高

に対して、過去の使用実績等を勘案し

て、将来使用が見込まれる額を計上して

おります。 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  － （追加情報）  

当社では、ポイントカード会員に対し

て、購入金額に応じてポイントを付与する

サービスを前事業年度より数店舗で実験的

に運用しておりましたが、全店舗への導入

に伴い、その金額的重要性が高まったこと

から、当事業年度より、将来使用されると

見込まれる額を「ポイント引当金」として

計上することといたしました。 

この結果、従来と同一の方法によった場

合と比較して、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ 千円減少

しております。 

43,530

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。  

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。 

  － 

  

  

  

  

  

  

  

－  

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正（その３）」（企業会

計基準第19号 平成20年７月31日）を適用

しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響はありま

せん。 

（追加情報） 

当社は、従来、退職給付制度として退職

一時金制度を採用しておりましたが、平成

22年２月１日付で退職一時金制度の一部を

確定給付型企業年金制度へ移行いたしまし

た。 

なお、移行に伴う損益への影響はありま

せん。 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） 

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました「受取保険金」は、営業外収益の100分の10を超え

たため区分掲記しました。 

なお、前期における「受取保険金」の金額は 千円

であります。  

10,960

－ 

  

追加情報

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（自動販売機収入、受取手数料及び賃貸収入の処理方法に

ついて） 

従来、自動販売機収入、受取手数料及び賃貸収入につい

ては、営業外収益に含めて処理をしておりましたが、当該

金額の重要性が増してきたことに伴い、社内体制の整備を

行い独立した事業部門として立ち上げたことから、当事業

年度より売上高へ計上することに変更いたしました。ま

た、これらに対応する費用につきましても、これまで販売

費及び一般管理費として計上しておりましたが、当事業年

度より売上原価に計上することにいたしました。 

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、

当事業年度の売上高 千円、売上総利益 千

円、営業利益 千円がそれぞれ増加しております

が、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありませ

ん。  

177,763 153,422

177,763

－ 

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．担保提供資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１．担保提供資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 75,740千円

土地 1,214,168千円

計 1,289,909千円

建物 123,071千円

土地 1,332,045千円

計 1,455,116千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

１年内返済予定の長期借入金 171,960千円

長期借入金 2,065,780千円

計 2,237,740千円

１年内返済予定の長期借入金 190,496千円

長期借入金 2,133,262千円

計 2,323,758千円

２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 500,000千円

２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 500,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、商品評価損が商品売上原価に 千

円含まれております。 

39,879

※１．商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、商品評価損が商品売上原価に 千

円含まれております。 

11,319

※２．固定資産売却益は、工具、器具及び備品26千円であ

ります。 

※２．固定資産売却益は、建物 千円、構築物 千

円、工具、器具及び備品 千円であります。 

12,853 248

70

※３．          － ※３．固定資産売却損は、土地 千円であります。 11,775

※４．固定資産除却損は、工具、器具及び備品 千

円、ソフトウエア 千円、撤去費用 千円であり

ます。 

2,696

392 8,843

※４．固定資産除却損は、建物 千円、工具、器具及

び備品 千円、撤去費用 千円であります。 

2,086

2,724 2,889

※５．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して店舗を基本単位にグルーピングしております。 

上記資産グループにおいては、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスであり、将来キャッシュ・フ

ローによって当該資産グループの帳簿価額を全額回収

できる可能性は低いと判断し、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（70,869千円）

として特別損失に計上しました。その内訳は、建物

27,114千円、構築物1,084千円、工具、器具及び備品

14,980千円、施設利用権19千円、長期前払費用27,669

千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売

却価額により測定しております。正味売却価額は、残

存価額を基礎として算出しております。 

場所 用途 種類 減損損失(千円)

 愛知県他(４店舗) 店舗 建物等  70,869

※５．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して店舗を基本単位にグルーピングしております。 

上記資産グループにおいては、土地の時価が著しく

下落又は営業活動から生じる損益が継続してマイナス

であり、将来キャッシュ・フローによって当該資産グ

ループの帳簿価額を全額回収できる可能性は低いと判

断し、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（ 千円)として特別損失に計上し

ました。その内訳は、建物 千円、構築物

千円、工具、器具及び備品 千円、土地

千円、借地権 千円、施設利用権 千円、長期前

払費用 千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売

却価額又は使用価値により測定しております。正味売

却価額は、売却予定額を基礎として評価しており、ま

た、使用価値の測定にあたっては将来キャッシュ・フ

ローを ％で割り引いて算定しております。 

場所 用途 種類 減損損失(千円)

愛知県他(６店舗) 店舗 土地、建物等  325,728

325,728

69,698 1,915

22,870 192,066

9,999 156

29,020

3.24
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  2,400,000  －  －  2,400,000

合計  2,400,000  －  －  2,400,000

自己株式         

普通株式  63  －  －  63

合計  63  －  －  63

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度
末残高 
（千円） 前事業年度

末  
当事業年度
増加  

当事業年度
減少  

当事業年度
末  

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － －  5,300

 合計 － － － － －  5,300

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  19,199  8 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年11月７日 

取締役会 
普通株式  19,199  8 平成20年９月30日 平成20年12月８日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  21,599  利益剰余金  9 平成21年３月31日 平成21年６月25日

㈱三洋堂書店（3058）  平成22年３月期  決算短信（非連結）

- 24 -



当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加 株、単

元未満株式の買取りによる増加 株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  2,400,000  500,000  －  2,900,000

合計  2,400,000  500,000  －  2,900,000

自己株式         

普通株式  63  120,097  －  120,160

合計  63  120,097  －  120,160

120,097 120,000

97

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度
末残高 
（千円） 前事業年度

末  
当事業年度
増加  

当事業年度
減少  

当事業年度
末  

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  －  －  －  －  18,850

 合計 －  －  －  －  －  18,850

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  21,599  9 平成21年３月31日 平成21年６月25日

平成21年11月13日 

取締役会 
普通株式  19,198  8 平成21年９月30日 平成21年12月７日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  25,018  利益剰余金  9 平成22年３月31日 平成22年６月25日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,539,700千円

流動資産「その他」（預け金） 103,833千円

現金及び現金同等物 1,643,534千円

現金及び預金勘定 1,891,936千円

流動資産「その他」（預け金） 23,188千円

現金及び現金同等物 1,915,125千円
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 千円 

未払事業税  20,701

賞与引当金  37,961

商品評価損否認額  35,087

退職給付引当金  144,927

減価償却限度超過額  235,495

土地  95,962

その他  51,353

繰延税金資産小計  621,490

評価性引当額  △97,987

繰延税金資産合計  523,502

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  12,593

その他  11,286

繰延税金負債計  23,880

繰延税金資産の純額  499,622

繰延税金資産 千円 

未払事業税  9,783

賞与引当金  28,767

商品評価損否認額  32,062

退職給付引当金  152,595

減価償却限度超過額  293,610

土地  118,261

その他  85,571

繰延税金資産小計  720,654

評価性引当額  △124,346

繰延税金資産合計  596,308

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  24,768

その他  13,616

繰延税金負債計  38,384

繰延税金資産の純額  557,923

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  

  ％ 

法定実効税率  40.6

（調整）   

交際費  1.2

住民税均等割  10.4

留保金課税  3.4

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  55.4

  ％ 

法定実効税率  40.6

（調整）   

交際費  2.7

住民税均等割  18.9

留保金課税  2.7

評価性引当額の増加   12.4

その他  1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  78.3
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22

年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．関連会社に関する事項 

利益基準及び剰余金基準から見て重要性の乏しい関連

会社であるため、記載を省略しております。 

－ 

２．開示対象特別目的会社に関する事項 

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

－ 

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）

㈱三洋堂書店（3058）  平成22年３月期  決算短信（非連結）

- 27 -



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用してお

ります。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引  

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社代表取締役加藤和裕の近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

３．不動産賃借料につきましては、近隣相場を参考にして、交渉のうえ決定しております。なお、㈱杁中三洋堂

と結んでおります賃貸借契約につきましては、解消に向けて移転先の用地選定を進めているところでありま

す。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

関連当事者との取引  

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社代表取締役加藤和裕の近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

３．不動産賃借料につきましては、近隣相場を参考にして、交渉のうえ決定しております。なお、㈱杁中三洋堂

と結んでおります賃貸借契約につきましては、移転先の用地を確保したため、解消の予定であります。 

  

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 

（千円） 科目
期末残
高 
（千円）

役員の近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社等 

㈱杁中 

三洋堂

（注）2 

愛知県日

進市 
 48,500 不動産賃貸  － 店舗の賃借 

不動産賃借

料（注）3 
 30,904

差入 

保証金 
15,840

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 

（千円） 科目
期末残
高 
（千円）

役員の近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社等 

㈱杁中 

三洋堂

（注）2 

愛知県日

進市 
 48,500 不動産賃貸  － 店舗の賃借 

不動産賃借

料（注）3 
 30,904

差入 

保証金 
15,840
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 966.70円

１株当たり当期純利益金額 70.41円

１株当たり純資産額 1,061.15円

１株当たり当期純利益金額 18.35円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
70.38円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
18.24円

  
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額 （千円）  2,325,328  2,968,664

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円）  5,300  18,850

普通株式に係る期末の純資産額 （千円）  2,320,028  2,949,814

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数 
（千株）  2,399  2,779

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額       

当期純利益 （千円）  168,968  46,116

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益 （千円）  168,968  46,116

期中平均株式数 （千株）  2,399  2,513

        

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額       

当期純利益調整額 （千円）  －  －

普通株式増加数 （千株）  1  14

（うち新株予約権）    (1)  (14)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

  － － 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

－ （重要な子会社等の設立）  

当社は、平成22年３月16日開催の取締役会において、子

会社を設立することを決議し、平成22年４月１日に設立を

完了いたしました。 

その概要は次のとおりであります。 

１．子会社設立の目的  

当社は、収益モデルと店舗開発手段の多様化を図り経

営基盤を強化するため、これまで当社が導入し、軌道に

乗せてきた事業モデル、オペレーションシステム及び実

施しているサービス等のノウハウをパッケージ化し、他

社にご提案、ご提供するサービスの事業化を目的とし

て、今般、これに専門特化した子会社を設立することと

いたしました。  

２．設立する会社の名称、事業内容、規模 

３．設立の時期  

平成22年４月１日  

４．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

５．その他  

当該子会社は、設立当初の平成23年３月期より連結子

会社となる予定ですが、当社の業績に与える影響は軽微

であります。 

名称 株式会社メディサイトコーポレーション

所在地 名古屋市瑞穂区新開町18番22号 

事業内容 
商品卸、システム販売、フランチャイズ

事業 

決算期   ３月末日 

資本金   40百万円 

発行済株式総数    800株 

取得する株式の数    800株 

取得価額  40百万円 

取得後の持分比率    100％ 
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（１）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

・退任予定取締役 

取締役 磯村 大史（現 取締役） 

・新任監査役候補 

（非常勤）監査役 倉田 外茂男 

（非常勤）監査役 太田 たまき 

・退任予定監査役 

（常勤） 監査役 長尾 秋夫 

（非常勤）監査役 岡本 泰樹 

（非常勤）監査役 金子 俊之 

（注）倉田外茂男氏、太田たまき氏、岡本泰樹氏、金子俊之氏は、会社法第２条第１５号に定める社外監査役であ

ります。  

  

③ 就任予定日 

平成22年６月24日 

  

（２）生産、受注及び販売の状況 

① 商品仕入実績  

当事業年度における仕入実績を部門別に示すと、以下のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

２．前事業年度にその他へ含めておりました、菓子、玩具の仕入は、当事業年度より文具部門に含めて比較して

おります。 

３．その他は、中古本の仕入によるものであります。 

  

５．その他

 部門別 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

対前年比

  千円 千円 ％

書店  13,248,355  13,173,397  99.4

文具  903,483  905,069  100.2

セルＡＶ  2,184,478  1,855,968  85.0

ＴＶゲーム  725,195  777,575  107.2

レンタル  2,883,991  2,686,981  93.2

その他  15,123  65,445  432.7

合計  19,960,627  19,464,438  97.5
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② 販売実績  

当事業年度における販売実績を部門別に示すと、以下のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

２．前事業年度にその他へ含めておりました、菓子、玩具の売上は、当事業年度より文具部門に含めて比較して

おります。  

３．その他は、自動販売機収入、受取手数料、賃貸収入、中古本等の売上によるものであります。 

  

③ 地域別販売実績 

当事業年度における地域別販売実績は、以下のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．店舗数は当事業年度末の店舗数を記載しております。また、店舗数増減につきましては、前事業年度末の店

舗数との比較であります。 

３．前事業年度まで都道府県別に記載しておりましたが、当事業年度より地方別に集計して記載しております。

地方別に集計している都道府県は、以下のとおりであります。 

  

 部門別 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

対前年比

  千円 千円 ％

書店  17,788,593  17,634,452  99.1

文具  1,274,097  1,373,777  107.8

セルＡＶ  2,909,886  2,553,316  87.7

ＴＶゲーム  935,518  976,722  104.4

レンタル  5,397,336  5,165,462  95.7

その他  191,857  271,580  141.6

合計  28,497,289  27,975,311  98.2

地域名 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

対前年比 店舗数増減

  千円 千円 ％ 

関東甲信 （６店舗）  1,427,930  1,462,483  102.4 －

東海北陸 （67店舗）  22,241,965  21,922,652  98.6 △1

近畿   （15店舗）  4,827,393  4,590,175  95.1 △1

  合 計 （88店舗）  28,497,289  27,975,311  98.2 △2

地域名 都道府県名  

関東甲信  茨城県、千葉県、埼玉県、長野県 

東海北陸 福井県、愛知県、岐阜県、三重県 

近畿 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県 
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