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1.  平成25年8月期第1四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成24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 ％

25年8月期第1四半期 8,504 △3.2 △84 ― △77 ― △90 ―
24年8月期第1四半期 8,788 △9.0 △7 ― △1 ― △13 ―

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 △85百万円 （―％） 24年8月期第1四半期 △14百万円 （―％）

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

25年8月期第1四半期 △6.60 ―
24年8月期第1四半期 △1.07 ―

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

25年8月期第1四半期 26,666 2,380 8.4 108.36
24年8月期 25,296 2,466 9.2 114.47
（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  2,247百万円 24年8月期  2,331百万円

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

24年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年8月期 ―
25年8月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25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) 18,000 △1.2 140 29.5 150 22.8 80 △29.3 5.49
通期 36,000 △0.3 200 112.8 230 139.1 120 221.3 8.12



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期1Q 14,004,715 株 24年8月期 14,004,715 株
② 期末自己株式数 25年8月期1Q 27,913 株 24年8月期 27,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 13,976,802 株 24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、復興需要が引続き発現するなかで、海外経済の状況が改善

することに伴い、景気回復へ向かうことが期待されるものの、欧州や中国等の対外経済環境を巡る不確実性は高

く、海外景気に対する不安感による円高の進行などから、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しており

ます。 

 書店業界では、震災等の影響により個人消費者の生活防衛意識の高まりや、節約志向の高まりなどにより、依然

として厳しい状況下にあります。また、スマートフォン等のタブレット端末機の急速な普及により、定期雑誌の市

場が縮小傾向にあります。  

 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、杉田とうきゅう店、中之島フェスティバルプラザ店の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8,504百万円（前年同四半期比3.2％減）、営業損

失は84百万円（前年同四半期は営業損失７百万円）、経常損失は77百万円（前年同四半期は経常損失１百万円）、

四半期純損失は90百万円（前年同四半期は四半期純損失13百万円）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26,666百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,369百万円増加

いたしました。主な要因は、現金及び預金が1,044百万円、商品が713百万円増加した一方、差入保証金が148百万

円、長期未収入金が387百万円減少したことなどによるものです。 

 負債は24,286百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,455百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形

及び買掛金が1,596百万円、長期借入金が2,296百万円増加した一方、短期借入金が2,145百万円、社債が205百万円

減少したことなどによるものです。 

 純資産は2,380百万円となり、前連結会計年度末に比べて85百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金

が90百万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24年10月12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。   

   

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

（減価償却方法の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,077,931 2,122,046 

受取手形及び売掛金 1,004,769 1,056,323 

商品 12,342,266 13,055,812 

貯蔵品 10,444 10,171 

繰延税金資産 66,444 68,152 

短期貸付金 55,307 55,632 

その他 414,346 545,810 

流動資産合計 14,971,509 16,913,949 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 887,484 874,421 

土地 2,740,444 2,740,444 

その他（純額） 640,284 621,692 

有形固定資産合計 4,268,212 4,236,558 

無形固定資産   

のれん 58,365 43,773 

その他 76,540 72,702 

無形固定資産合計 134,905 116,476 

投資その他の資産   

投資有価証券 230,904 241,589 

長期貸付金 744,743 731,939 

差入保証金 3,604,811 3,456,592 

繰延税金資産 560,320 557,244 

長期未収入金 854,178 467,131 

その他 167,349 185,235 

貸倒引当金 △263,347 △261,427 

投資その他の資産合計 5,898,960 5,378,304 

固定資産合計 10,302,078 9,731,339 

繰延資産 23,209 21,233 

資産合計 25,296,797 26,666,522 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,485,075 8,081,977 

短期借入金 3,600,000 1,455,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,412,724 2,922,860 

1年内償還予定の社債 580,000 580,000 

賞与引当金 20,840 48,950 

その他 538,226 463,398 

流動負債合計 13,636,865 13,552,186 

固定負債   

社債 1,690,000 1,485,000 

長期借入金 5,770,025 7,556,827 

退職給付引当金 715,016 715,875 

繰延税金負債 183,327 183,327 

その他 835,481 793,103 

固定負債合計 9,193,850 10,734,133 

負債合計 22,830,715 24,286,319 

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 △2,734,976 △2,825,624 

自己株式 △18,215 △18,215 

株主資本合計 2,359,134 2,268,486 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,636 △20,844 

その他の包括利益累計額合計 △27,636 △20,844 

新株予約権 16,428 16,428 

少数株主持分 118,156 116,133 

純資産合計 2,466,081 2,380,203 

負債純資産合計 25,296,797 26,666,522 
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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23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

売上高 8,788,927 8,504,902 

売上原価 6,623,953 6,391,151 

売上総利益 2,164,973 2,113,750 

販売費及び一般管理費 2,172,881 2,198,274 

営業損失（△） △7,908 △84,523 

営業外収益   

受取利息 8,519 7,633 

受取配当金 200 275 

受取手数料 10,979 9,514 

受取家賃 19,248 19,257 

情報提供料収入 15,459 15,858 

その他 9,757 7,741 

営業外収益合計 64,164 60,281 

営業外費用   

支払利息 43,620 42,446 

その他 13,741 10,941 

営業外費用合計 57,361 53,388 

経常損失（△） △1,105 △77,630 

特別損失   

固定資産除却損 5,023 10,829 

その他 114 － 

特別損失合計 5,138 10,829 

税金等調整前四半期純損失（△） △6,243 △88,459 

法人税、住民税及び事業税 5,688 6,735 

法人税等調整額 △3,006 △2,524 

法人税等合計 2,682 4,211 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8,925 △92,671 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,378 △2,023 

四半期純損失（△） △13,304 △90,647 
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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23年９月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8,925 △92,671 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,590 6,792 

その他の包括利益合計 △5,590 6,792 

四半期包括利益 △14,516 △85,878 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △18,894 △83,855 

少数株主に係る四半期包括利益 4,378 △2,023 
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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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