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1.  平成26年8月期第1四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成25年11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8月期第1四半期 7,980 △6.2 △138 ― △130 ― △117 ―
25年8月期第1四半期 8,504 △3.2 △84 ― △77 ― △90 ―

（注）包括利益 26年8月期第1四半期 △121百万円 （―％） 25年8月期第1四半期 △85百万円 （―％）

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8月期第1四半期 △8.50 ―
25年8月期第1四半期 △6.60 ―

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

26年8月期第1四半期 26,953 2,059 7.3 88.41
25年8月期 25,522 2,225 8.2 96.17
（参考） 自己資本   26年8月期第1四半期  1,975百万円 25年8月期  2,082百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年8月期 ―
26年8月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8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) 17,300 △1.2 90 ― 100 ― 30 ― 1.92
通期 35,300 2.0 210 ― 250 ― 100 ― 6.69



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表時現在における仮定を前提として
います。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

※  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8月期1Q 14,004,715 株 25年8月期 14,004,715 株
② 期末自己株式数 26年8月期1Q 27,913 株 25年8月期 27,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 13,976,802 株 25年8月期1Q 13,976,802 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要が見込まれ、輸出環境

の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、景気回復の動きが確かなものとなることが期待されるものの、

海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっており、景気の先行きは依然として不透明な状況が続

いております。 

 書店業界では、雑誌販売の低迷により市場規模の縮小が続いており、改善の兆しもなかなか見えない状況です。

 このような状況下において、当社グループにおきましては、店舗運営の効率強化による経費の削減に努めてまい

りました。また、当社オリジナル特典の配布等による予約販売や、顧客への情報提供を強化することにより新刊書

籍の増売を図ってまいりました。  

 新規出店及びリニューアルにつきましても積極的に取り組み、品揃えを強化することによって、集客力及び収益

性の向上を図ってまいりました。新規店は、アニメガ町田店、アニメガ新宿アルタ店の2店舗を出店いたしまし

た。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は7,980百万円（前年同四半期比6.2％減）、営業損

失は138百万円（前年同四半期は営業損失84百万円）、経常損失は130百万円（前年同四半期は経常損失77百万

円）、四半期純損失は117百万円（前年同四半期は四半期純損失90百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、26,953百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,430百万円増

加いたしました。主な要因は、現金及び預金が233百万円、商品が1,168百万円増加したことなどによるものです。

 負債は24,893百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,596百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形

及び買掛金が512百万円、長期借入金が1,359百万円増加した一方、短期借入金が381百万円減少したことなどによ

るものです。 

 純資産は2,059百万円となり、前連結会計年度末に比べて165百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金

が117百万円減少したことなどによるものです。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年10月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,489,069 1,722,202 

受取手形及び売掛金 1,086,343 1,121,036 

商品 13,145,063 14,313,763 

貯蔵品 12,538 9,619 

繰延税金資産 35,979 42,750 

1年内回収予定の長期貸付金 52,053 50,133 

その他 372,066 364,883 

流動資産合計 16,193,114 17,624,389 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 853,911 857,392 

土地 2,740,444 2,740,444 

その他（純額） 684,573 699,335 

有形固定資産合計 4,278,928 4,297,172 

無形固定資産   

リース資産 17,966 15,516 

ソフトウエア 9,334 16,681 

電話加入権 32,478 32,478 

無形固定資産合計 59,779 64,676 

投資その他の資産   

投資有価証券 256,969 273,239 

長期貸付金 698,171 687,512 

差入保証金 3,440,693 3,426,967 

繰延税金資産 406,630 395,229 

長期未収入金 261,836 257,915 

その他 163,114 159,347 

貸倒引当金 △255,647 △253,697 

投資その他の資産合計 4,971,768 4,946,513 

固定資産合計 9,310,476 9,308,361 

繰延資産 19,212 20,831 

資産合計 25,522,804 26,953,583 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,169,584 7,681,923 

短期借入金 2,555,000 2,174,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,962,540 3,382,632 

1年内償還予定の社債 680,000 760,000 

賞与引当金 14,240 35,600 

その他 894,026 788,917 

流動負債合計 14,275,391 14,823,072 

固定負債   

社債 1,460,000 1,575,000 

長期借入金 6,162,062 7,101,753 

退職給付引当金 721,185 721,057 

繰延税金負債 185,413 186,453 

その他 493,537 486,416 

固定負債合計 9,022,198 10,070,680 

負債合計 23,297,590 24,893,752 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,035,538 2,035,538 

資本剰余金 3,076,788 3,076,788 

利益剰余金 △3,024,328 △3,141,716 

自己株式 △18,215 △18,215 

株主資本合計 2,069,782 1,952,394 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,428 22,864 

その他の包括利益累計額合計 12,428 22,864 

新株予約権 16,428 16,428 

少数株主持分 126,575 68,144 

純資産合計 2,225,214 2,059,830 

負債純資産合計 25,522,804 26,953,583 
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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９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成25年11月30日) 

売上高 8,504,902 7,980,853 

売上原価 6,391,151 5,960,837 

売上総利益 2,113,750 2,020,016 

販売費及び一般管理費 2,198,274 2,158,092 

営業損失（△） △84,523 △138,075 

営業外収益   

受取利息 7,633 4,595 

受取配当金 275 275 

受取手数料 9,514 5,717 

受取家賃 19,257 18,891 

情報提供料収入 15,858 15,672 

その他 7,741 8,777 

営業外収益合計 60,281 53,929 

営業外費用   

支払利息 42,446 38,402 

その他 10,941 8,100 

営業外費用合計 53,388 46,503 

経常損失（△） △77,630 △130,649 

特別利益   

負ののれん発生益 － 4,863 

特別利益合計 － 4,863 

特別損失   

固定資産除却損 10,829 － 

特別損失合計 10,829 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △88,459 △125,785 

法人税、住民税及び事業税 6,735 6,055 

法人税等調整額 △2,524 △165 

法人税等合計 4,211 5,890 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △92,671 △131,675 

少数株主損失（△） △2,023 △14,287 

四半期純損失（△） △90,647 △117,387 
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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９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △92,671 △131,675 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,792 10,435 

その他の包括利益合計 6,792 10,435 

四半期包括利益 △85,878 △121,239 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △83,855 △106,951 

少数株主に係る四半期包括利益 △2,023 △14,287 
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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