
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  6,642  0.2  95  449.0  82  650.4  △101  －

22年３月期第１四半期  6,627  △4.1  17  △67.6  11  △67.6  3  △84.3

  
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 

23年３月期第１四半期  △36  68        －

22年３月期第１四半期  1  49  1  49

  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 

23年３月期第１四半期  18,183  2,848  15.5  1,016  35

22年３月期  17,661  2,968  16.7  1,061  15

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,825百万円 22年３月期 2,949百万円

  
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 

22年３月期        －  8 00      － 9 00  17  00

23年３月期        －

23年３月期（予想）  8 00      － 9 00  17  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  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



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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、【添付資料】Ｐ．３「１．当四半期の業

績等に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 2,900,000株 22年３月期 2,900,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 120,259株 22年３月期 120,160株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 2,779,788株 22年３月期１Ｑ 2,399,927株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州経済に対する不安による下振れが懸念されつつも、設備投資の

下げ止まりや輸出の増加など企業収益は持ち直しの局面に入りつつあります。その一方で、雇用情勢の悪化懸念が残

り、先行きの不透明感が続くなか、個人消費は依然として冷え込んだまま推移しております。 

書店業界におきましては、一部のベストセラーが店頭を賑わし注目を集めたものの、ランキング上位商品以外の売

れ行きは鈍く、全体としては厳しい状況が続きました。 

このような状況のなかで、当社は４月に市橋店（岐阜県岐阜市）を新規に開店したほか、白塚店（三重県津市）や

乙川店（愛知県半田市）等の既存店に新規商材を導入するなど営業力の強化に取り組みました。 

以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％増）、経常利益

は 百万円（同 ％増）となりました。しかしながら、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号）の適用に伴い、特別損失を

計上したことなどから、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。 

セグメント別の状況は、次のとおりであります。 

① 小売事業 

（書店部門） 

書店部門では、メディア化商品を中心にコミックが順調に売上を伸ばしたほか、一般書でも「１Ｑ８４」（新

潮社）や「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」（ダイヤモンド社）

などの話題作が店頭を賑わしました。また、ダイエットや料理などの実用書でも話題性の高い商品を拡販し、売

上を伸ばすことができました。 

以上の結果、書店部門の売上高は 億 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

（文具部門） 

文具部門では、定番商品が堅調な売れ行きを見せたほか、新学期シーズンの束ノートの拡販から、５月下旬以

降、夏向け季節商材を順次投入するなど変化のある売場づくりを行いました。 

また、キッズタウン（菓子・玩具）は、新規出店の市橋店を含めて６店舗へ新たに導入し、導入店舗数を28店

舗としております。 

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部門は、オーディオ分野では昨年に比べて話題作に乏しかったものの、ヴィジュアル分野では、「ア

バター」、「ヱヴァンゲリヲン 新劇場版：破」、「ＡＲＡＳＨＩ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｏｕｒ ５×

１０」などの話題作について、積極的な予約獲得などの拡販活動により売上を伸ばすことができました。 

以上の結果、セルＡＶ部門の売上高は 億 百万円（同 ％増）となりました。 

（ＴＶゲーム部門） 

ＴＶゲーム部門では、「ドラゴンクエストモンスターズジョーカー２」（ニンテンドーＤＳ）や「スーパマリ

オギャラクシー２」（Ｗｉｉ）などの話題作を中心に売上を伸ばしました。また、中古ゲーム分野では、サッカ

ーワールドカップ開催に合わせて、サッカーゲームの拡販を行いました。 

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） 

レンタル部門では、ＡＶ分野では競合各社による低価格競争が続き、厳しい状況で推移しました。「アバタ

ー」や「カールじいさんの空飛ぶ家」など一部で話題作はありましたが、昨年度には及びませんでした。 

以上の結果、コミック分野とあわせたレンタル部門の売上高は 億 百万円（同 ％減）となりました。 

（古本部門） 

古本部門では、市橋店の開店により導入店舗数を９店舗としたほか、６月には白塚店の売場を拡張しました。

また、４月からは物流倉庫として小牧ユーズドセンターの稼動を開始し、物流体制の整備を行いました。 

以上の結果、古本部門の売上高は 百万円（同 ％増）となりました。 

② サービス販売事業 

自動販売機収入、不動産の賃貸収入等のサービス販売事業の売上高は 百万円（同 ％増）となりました。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

66億42 0.2 95 449.0

82 650.4

1億1 3

43 53 4.2

3 66 7.3

5 47 1.2

1 91 3.4

10 93 17.1

42 215.5

47 1.7
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（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 億 百万円増加しまし

た。これは主に、資産除去債務の認識に伴う建物の増加などにより有形固定資産が 億 百万円増加したこと、投

資その他の資産が 億 百万円増加したことなどによるものです。 

負債につきましては 百万円となり、前事業年度末に比べ 億 百万円増加しました。これは主に、資産除

去債務の増加によるものです。 

純資産につきましては 百万円となり、前事業年度末に比べ 億 百万円減少しました。これは主に、四半

期純損失を計上したことと、配当金の支払いにより利益剰余金が減少したことなどによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期累計期間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、当第１四半期会計期間末には 百万円となりました。 

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下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（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。これは主に、

仕入債務の増加が 百万円であったことなどによるものです。 

  

（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（前年同期比 ％増）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出が 百万円であったことと、無形固定資産の取得による支出が 百万円であったことな

どによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（同 百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出が 百万円であったことなどによるものです。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました業績予想から変更はありません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定しております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税引前四半期純損失は 千円増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。  

  

181億83 5 22

2 96

1 21

153億34 6 42

28億48 1 19

28

19億43

5億88 74

4億92

3億19 252.8

1億79 87

2億40 2億63

2億18

２．その他の情報

8,129 229,928

494,859
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,923,533 1,891,936

売掛金 55,941 66,084

商品 5,582,046 5,569,284

貯蔵品 20,262 34,105

その他 305,018 246,196

流動資産合計 7,886,802 7,807,608

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,879,911 3,559,856

土地 2,780,591 2,780,591

その他（純額） 801,046 825,039

有形固定資産合計 7,461,549 7,165,487

無形固定資産 583,931 558,049

投資その他の資産 2,251,143 2,129,913

固定資産合計 10,296,623 9,853,450

資産合計 18,183,426 17,661,058

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,477,327 8,984,823

1年内返済予定の長期借入金 811,368 823,968

未払法人税等 35,842 101,778

賞与引当金 47,498 70,857

ポイント引当金 55,950 43,530

資産除去債務 7,859 －

その他 486,600 547,804

流動負債合計 10,922,445 10,572,761

固定負債   

長期借入金 3,512,974 3,718,816

退職給付引当金 368,183 375,851

資産除去債務 506,026 －

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,412,148 4,119,632

負債合計 15,334,594 14,692,393
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200,100 1,200,100

資本剰余金 927,033 927,033

利益剰余金 865,878 992,846

自己株式 △207,327 △207,165

株主資本合計 2,785,684 2,912,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,510 36,998

評価・換算差額等合計 39,510 36,998

新株予約権 23,637 18,850

純資産合計 2,848,832 2,968,664

負債純資産合計 18,183,426 17,661,058
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（２）四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,627,073 6,642,573

売上原価 4,634,161 4,632,457

売上総利益 1,992,911 2,010,116

販売費及び一般管理費 1,975,427 1,914,123

営業利益 17,484 95,993

営業外収益   

受取利息 1,646 1,541

受取配当金 1,783 1,846

受取保険金 9,338 1,173

その他 2,116 1,919

営業外収益合計 14,885 6,480

営業外費用   

支払利息 20,238 19,456

その他 1,127 438

営業外費用合計 21,365 19,895

経常利益 11,003 82,578

特別利益   

固定資産売却益 － 46

賞与引当金戻入額 22,900 －

特別利益合計 22,900 46

特別損失   

固定資産除却損 3,329 1,291

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 222,921

その他 － 5,131

特別損失合計 3,329 229,343

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 30,574 △146,719

法人税、住民税及び事業税 11,359 34,660

法人税等調整額 15,638 △79,430

法人税等合計 26,997 △44,769

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,576 △101,949
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

30,574 △146,719

減価償却費 176,753 165,062

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,500 △23,359

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,673 △7,668

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,500 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,250 12,420

受取利息及び受取配当金 △3,430 △3,387

支払利息 20,238 19,456

固定資産除却損 3,329 1,291

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 222,921

売上債権の増減額（△は増加） 14,428 10,143

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,905 1,081

仕入債務の増減額（△は減少） △54,024 492,503

その他 △86,343 △50,497

小計 197,354 693,248

利息及び配当金の受取額 1,972 2,014

利息の支払額 △21,707 △20,054

法人税等の支払額 △252,112 △86,812

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,493 588,395

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △164,207 △179,326

有形固定資産の除却による支出 △3,837 △3,336

無形固定資産の取得による支出 △8,042 △87,700

子会社株式の取得による支出 － △40,000

その他 △14,561 △9,409

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,649 △319,773

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 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △215,820 △218,442

自己株式の取得による支出 △105 △162

配当金の支払額 △20,233 △21,694

財務活動によるキャッシュ・フロー 263,841 △240,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,698 28,322

現金及び現金同等物の期首残高 1,643,534 1,915,125

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,742,233 1,943,448
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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