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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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3四半期 20,843 △0.3 163 △42.9 122 △51.5 △116 ―

22年3月期第3四半期 20,901 △2.3 285 23.6 252 44.2 81 113.0

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3四半期 △41.69 ―

22年3月期第3四半期 34.05 33.89

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3四半期 18,920 2,837 14.9 1,006.29
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3四半期  2,809百万円 22年3月期  2,949百万円

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  
 

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 ― 8.00 ―

23年3月期 
（予想）

9.00 17.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 27,900 △0.3 250 △55.7 200 △60.7 △300 ― △107.72



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．その他の情報」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） 23年3月期3Q  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3Q  107,659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3Q  2,785,091株 22年3月期3Q  2,399,869株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、長引くデフレの傾向や、雇用情勢に対する悪化懸念などから、景気

は足踏み状態が続き、小売業を巡る環境も厳しいものがあります。 

書店業界におきましても市場の縮小傾向は止まらず、平成22年の出版物の推定販売金額は１兆87百億円と６年連続

して前年を下回りました。（出版科学研究所調べ） 

こうしたなかで、当社は、雑貨、菓子、玩具などの新規商材を積極的に取り入れる一方で、ふるほん売場導入によ

る新本との併売での相乗効果を図るなど、収益を映像や音楽などのコンテンツに頼らない、ブロードバンド時代でも

必要とされる、リアル店舗のビジネスモデルの構築を目指しております。 

出店、増床に関しましては、平成22年４月に市橋店（岐阜県岐阜市）を新規に開店したほか、同７月には豊さと店

（滋賀県犬上郡豊郷町）を移転増床、同８月には知立店(愛知県知立市)を増床オープン、同10月には中つ川店（岐阜

県中津川市）を移転増床したほか、同12月には江南店（愛知県江南市）のレンタル部門を先行オープンいたしまし

た。（物販を含むグランドオープンは平成23年１月） 

また、４月には愛知県小牧市に、７月には同県犬山市に物流センターを立ち上げて配送を開始し、物流拠点として

多店舗展開をバックアップする体制も整えてまいりました。  

以上の結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。一方で、見積方法の変更によりポ

イント引当金が増加したことなどから、営業利益は 百万円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％

減）となりました。また、第１四半期より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号）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、期首時点で発生する影響額を

特別損失として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。 

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① 小売事業 

小売事業では、主力の書店部門では売上が順調に推移したものの、低価格競争が続くレンタル部門の売上が伸び

悩み、全体では 億 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

（書店部門） 

書店部門では、「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」をはじめとしてコミックの売上が順調に伸長したほか、ブランドムッ

クや美容・ダイエット、料理本などの実用書や、メディア等で取り上げられる機会の多かった話題性の高い商品

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、菓子・玩具などの商材と組み合わせた売場展開を行う一方で雑貨の取り扱いを拡大し、また、

季節商材を順次投入して変化の有る売場づくりを行ってまいりました。 

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部門は、市場規模の縮小傾向により厳しい状況が続くなかでも、新譜や話題作の積極的な予約獲得活

動などの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ゲーム部門では、ハードでは新機種の発売がなかったものの、ソフトでは「ポケットモンスター ブラッ

ク・ホワイト」（ＤＳ）、「モンスターハンターポータブル３ｒｄ」（ＰＳＰ）などの話題作を中心に売上を伸

ばすことができました。 

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、一部で話題作はありましたが、ヴィジュアル分野において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。 

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） 

古本部門は、導入店舗数を13店舗としたほか、非導入店舗におきましても26店舗で買取を実施しております。

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、 億 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

208億43 0.3

1億63 42.9 1億22 51.5

1億16 81

206 95 0.3

134 24 2.9

10 73 7.3

18 79 3.5

7 73 6.4

33 94 14.8

1 49 180.0
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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、 億 百万円（同 ％増）となりまし

た。 

  

（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３四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や新規出店などにより固定資産が 億 百万円増加したこ

と、商品の増加等により流動資産が 億 百万円増加したことによるものです。 

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、支払

手形及び買掛金が 億 百万円、資産除去債務が 億 百万円増加したことによるものです。 

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

期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末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３四半期会計期間末には 百万円となりました。 

当第３四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） 

営業活動の結果獲得した資金は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。これは主に、仕入債務の

増加が 百万円であったこと、減価償却費が 百万円であったこと、たな卸資産の増加が 百万円で

あったことによるものです。 

  

（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（同 ％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 ％減）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が

円であったこと、長期借入金の返済による支出が 百万円であったことによるものです。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期における業績の動向を勘案し、平成22年５月14日の決算短信で公表いたしました通期業績予想を修正

しております。詳細につきましては、平成23年２月７日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、配当予想につきましては、変更はありません。 

 平成22年５月14日の決算短信で公表いたしました通期の業績予想との差異は、以下のとおりです。   

（注）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいております。従いまして、実際の業績は、今後様々な要因に

より予想値と異なる可能性があります。 

  

1 47 3.7

189億20 12 59

7 74

4 84

160億83 13 91

8 62 5 28

28億37 1 31

97

20億12

9億82 68.4

8億62 5億44 2億52

8億1 216.1

6億27 1億51

83 56.4

6億 6億50

  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 

前回発表予想（Ａ）  27,500  400  350  △100  △35  97

今回修正予想（Ｂ）  27,900  250  200  △300  △107  72

増減額（Ｂ－Ａ）  400  △150  △150  △200 －   

増減率（％）  1.5  △37.5  △42.9 － －   

前期実績  27,975  564  508  46  18  35
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（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、第２四半期会計期間末に係る実地棚卸高

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） 

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、当第３四半期累計期間の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。  

  

２．その他の情報

26,673

241,316 494,859
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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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,787,881 1,891,936

売掛金 89,271 66,084

商品 5,825,203 5,569,284

貯蔵品 30,962 34,105

その他 559,216 246,196

流動資産合計 8,292,535 7,807,608

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,081,454 3,559,856

土地 2,780,591 2,780,591

その他（純額） 958,221 825,039

有形固定資産合計 7,820,268 7,165,487

無形固定資産 592,141 558,049

投資その他の資産 2,216,021 2,129,913

固定資産合計 10,628,431 9,853,450

資産合計 18,920,966 17,661,058

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,847,284 8,984,823

1年内返済予定の長期借入金 865,968 823,968

未払法人税等 16,389 101,778

賞与引当金 32,921 70,857

ポイント引当金 188,280 43,530

資産除去債務 1,255 －

その他 595,990 547,804

流動負債合計 11,548,088 10,572,761

固定負債   

長期借入金 3,626,540 3,718,816

退職給付引当金 357,075 375,851

資産除去債務 527,227 －

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,535,807 4,119,632

負債合計 16,083,896 14,692,393
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 825,404 992,846

自己株式 △185,605 △207,165

株主資本合計 2,766,932 2,912,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,963 36,998

評価・換算差額等合計 42,963 36,998

新株予約権 27,173 18,850

純資産合計 2,837,069 2,968,664

負債純資産合計 18,920,966 17,661,058
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（２）四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 20,901,020 20,843,623

売上原価 14,737,472 14,691,160

売上総利益 6,163,548 6,152,462

販売費及び一般管理費 5,877,992 5,989,357

営業利益 285,555 163,105

営業外収益   

受取利息 4,839 4,816

受取配当金 5,292 3,322

受取保険金 17,197 5,551

その他 7,161 6,444

営業外収益合計 34,491 20,135

営業外費用   

支払利息 63,451 57,721

その他 3,960 3,015

営業外費用合計 67,412 60,737

経常利益 252,634 122,503

特別利益   

固定資産売却益 － 631

貸倒引当金戻入額 6,240 －

賞与引当金戻入額 22,900 －

償却債権取立益 － 6,200

特別利益合計 29,140 6,831

特別損失   

固定資産売却損 － 35

固定資産除却損 5,199 2,210

減損損失 40,761 19,387

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 222,921

その他 － 13,317

特別損失合計 45,961 257,873

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 235,813 △128,538

法人税、住民税及び事業税 147,390 135,361

法人税等調整額 6,713 △147,778

法人税等合計 154,103 △12,417

四半期純利益又は四半期純損失（△） 81,709 △116,121
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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
（△）

235,813 △128,538

減価償却費 548,334 544,032

減損損失 40,761 19,387

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,292 △37,936

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,687 △18,776

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,240 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 30,560 144,750

受取利息及び受取配当金 △10,132 △8,138

支払利息 63,451 57,721

固定資産除却損 5,199 2,210

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） △14,676 △23,186

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,522 △252,775

仕入債務の増減額（△は減少） 319,686 862,460

その他 4,274 △126,705

小計 1,048,905 1,257,427

利息及び配当金の受取額 5,904 3,661

利息の支払額 △64,520 △57,745

法人税等の支払額 △406,822 △220,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 583,467 982,674

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 150,000 －

有形固定資産の取得による支出 △274,024 △627,034

有形固定資産の除却による支出 △5,047 △11,477

無形固定資産の取得による支出 △116,350 △151,938

子会社株式の取得による支出 － △40,000

その他 △8,099 29,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △253,522 △801,322

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 500,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △651,772 △650,276

自己株式の取得による支出 △105 △162

配当金の支払額 △40,439 △47,149

ストックオプションの行使による収入 － 13,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △192,316 △83,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 137,628 97,497

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 1,781,162 2,012,623
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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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