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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の悪化や設備投資の停滞、雇用不安による
個人消費の減少等、依然として厳しい状況が続いております。 
このような経済環境のもと、当社では直営店11店を出店し、直営店１店・ＦＣ店１店を閉鎖しました。

その結果、当第１四半期末の店舗数は、直営店293店、ＦＣ店28店の合計321店となりました。また、当社
グループの当第１四半期末の店舗数は、直営店329店、ＦＣ店31店の合計360店となりました。 
その結果、当第１四半期の売上高は8,630,599千円と前年同四半期と比べ1,287,263千円（17.5％）の増

収となりました。利益面につきましても、営業利益は、799,608千円と前年同四半期と比べ68,100千円
（9.3％）の増益、経常利益は814,033千円と前年同四半期と比べ60,303千円（8.0％）の増益、四半期純
利益は462,203千円と前年同四半期と比べ48,155千円（11.6％）の増益となりました。 

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、20,290,850千円となりました。これは、商品及

び製品が872,397千円、受取手形及び売掛金が116,827千円増加したことなどによるものです。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.3％増加し、4,440,859千円となりました。これは、差入保証
金が46,396千円、建物及び構築物が41,885千円増加したことなどによるものです。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、24,731,709千円となりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.0％増加し、8,053,106千円となりました。これは、買掛金が

647,341千円、短期借入金が499,000千円増加したことなどによるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて6.9％減少し、3,824,945千円となりました。これは、長期借入
金が249,379千円、長期未払金が40,845千円減少したことなどによるものです。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.1％増加し、11,878,051千円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.3％増加し、12,853,658千円となりました。これは、四半

期純利益が462,203千円となったことなどによるものです。 
  

当第１四半期の業績につきましては、概ね計画のとおり推移しており、平成21年7月17日発表の業績予
想の修正はありません。 
  

  

 該当事項はありません。 
  

  １.簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産の計上は、前連結会計年度末の実地たな卸高を基準に算出した帳簿たな卸高によって
おります。 

②固定資産の減価償却の算定方法   
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 
③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境に著しい変化がな
く、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められる場合は、前連結会計年度におい
て使用した将来の業績予測などを利用する方法によっています。 

  ２.四半期連結財務諸表の作成に係る特有の会計処理 

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
もり、税金等調整前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

 該当事項はありません。 
  
  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  ①税金費用の計算

(3) 四半期連結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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,685,139 3,078,486

受取手形及び売掛金 1,905,824 1,788,996

商品及び製品 15,003,729 14,131,331

その他 703,674 726,730

貸倒引当金 △7,516 △29,610

流動資産合計 20,290,850 19,695,933

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,403,129 1,361,244

工具、器具及び備品 700,308 694,603

その他 131,746 141,965

有形固定資産合計 2,235,184 2,197,813

無形固定資産   

のれん 149,442 163,028

その他 32,607 30,462

無形固定資産合計 182,050 193,490

投資その他の資産   

差入保証金 1,447,957 1,401,560

その他 597,777 608,000

貸倒引当金 △22,110 △17,295

投資その他の資産合計 2,023,624 1,992,265

固定資産合計 4,440,859 4,383,570

資産合計 24,731,709 24,079,503
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,519,693 3,872,351

短期借入金 867,000 368,000

1年内返済予定の長期借入金 1,200,820 1,260,927

未払金 562,091 639,766

未払費用 362,517 507,011

未払法人税等 373,465 777,930

賞与引当金 86,535 9,545

その他 80,982 90,038

流動負債合計 8,053,106 7,525,570

固定負債   

長期借入金 2,987,081 3,236,460

長期未払金 548,848 589,693

退職給付引当金 46,541 42,534

役員退職慰労引当金 169,473 166,935

その他 73,000 73,000

固定負債合計 3,824,945 4,108,623

負債合計 11,878,051 11,634,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,242,489 2,242,489

資本剰余金 2,219,406 2,219,406

利益剰余金 8,391,763 7,983,414

株主資本合計 12,853,658 12,445,310

純資産合計 12,853,658 12,445,310

負債純資産合計 24,731,709 24,079,503
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 (2)【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20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年8月31日) 

売上高 7,343,336 8,630,599

売上原価 4,340,835 5,031,158

売上総利益 3,002,501 3,599,441

販売費及び一般管理費 2,270,993 2,799,832

営業利益 731,507 799,608

営業外収益   

仕入割引 17,966 22,289

業務受託料 9,084 10,542

その他 11,801 9,826

営業外収益合計 38,852 42,658

営業外費用   

支払利息 15,552 23,181

その他 1,077 5,051

営業外費用合計 16,630 28,233

経常利益 753,730 814,033

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 17,279

移転補償金 － 9,300

特別利益合計 － 26,579

特別損失   

固定資産除却損 7,226 7,439

減損損失 6,922 5,101

特別損失合計 14,149 12,540

税金等調整前四半期純利益 739,581 828,072

法人税等 325,533 365,869

四半期純利益 414,048 462,203
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 739,581 828,072

減価償却費 69,537 102,262

減損損失 6,922 5,101

のれん償却額 13,585 13,585

売上債権の増減額（△は増加） △348,745 △101,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △412,681 △872,397

仕入債務の増減額（△は減少） 451,002 647,341

その他 △69,675 △135,518

小計 449,525 486,927

利息及び配当金の受取額 3,539 677

利息の支払額 △14,827 △25,784

法人税等の支払額 △857,496 △754,599

営業活動によるキャッシュ・フロー △419,258 △292,778

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 △127,032 △104,177

無形固定資産の取得による支出 △1,920 △5,165

差入保証金の差入による支出 △81,868 △46,615

その他 △28,388 △30,784

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,209 △186,741

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 641,100 499,000

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △139,234 △359,486

長期未払金の増減額（△は減少） △25,205 △49,236

配当金の支払額 △53,902 △53,889

財務活動によるキャッシュ・フロー 422,757 86,388

現金及び現金同等物に係る換算差額 799 △215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △234,910 △393,347

現金及び現金同等物の期首残高 2,965,367 3,058,486

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,730,457 2,665,139
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める書籍及び

SPICE等の販売事業の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める書籍及び

SPICE等の販売事業の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

海外売上高がないため、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) セグメント情報

   前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日）

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）

    前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日）

(6) 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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【四半期個別財務諸表】 

 （1）【四半期貸借対照表】 

                                    （単位：千円）    

「参考」

科  目
当第１四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成21年8月31日） （平成21年5月31日）

 資産の部

 Ⅰ 流動資産

  1 現金及び預金 2,651,167 2,973,586

  2 売掛金 1,821,602 1,722,881

  3 商品及び製品 14,334,111 13,563,934

  4 その他 662,304 664,495

    貸倒引当金 △7,516 △29,610

     流動資産合計 19,461,669 18,895,286

 Ⅱ 固定資産

  1 有形固定資産

    （1）建物及び構築物 1,312,546 1,285,520

    （2）工具器具及び備品 662,803 662,409

    （3）その他 129,970 130,041

      有形固定資産合計 2,105,320 2,077,971

  2 無形固定資産

    （1）ソフトウェア 24,978 23,689

    （2）その他 1,391 1,391

      無形固定資産合計 26,370 25,081

  3 投資その他資産

    （1）関係会社株式 437,431 437,431

    （2）差入保証金 1,291,994 1,257,694

    （3）その他 856,669 870,586

      貸倒引当金 △21,439 △16,624

      投資その他の資産合計 2,564,656 2,549,088

      固定資産合計 4,696,347 4,652,141

   資産合計 24,158,016 23,547,427
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                                   （単位：千円） 

科  目
当第１四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成21年8月31日） （平成21年5月31日）

 負債の部

 Ⅰ 流動負債

  1 買掛金 4,501,418 3,844,210

  2 短期借入金 667,000 218,000

   3  1年内返済予定の長期借入金 1,060,780 1,130,895

  4 未払金 541,673 609,686

  5  未払費用 340,868 489,213

  6  未払法人税等 373,026 776,212

  7  賞与引当金 81,890 ―

  8  その他 74,537 74,308

     流動負債合計 7,641,194 7,142,526

 Ⅱ 固定負債

  1 長期借入金 2,606,645 2,861,840

  2 長期未払金 548,848 589,693

   3  退職給付引当金 42,837 39,423

   4 役員退職慰労引当金 169,473 166,935

  5 その他 73,000 73,000

      固定負債合計 3,440,805 3,730,893

    負債合計 11,081,999 10,873,419

 純資産の部

 Ⅰ 株主資本

  1 資本金 2,242,489 2,242,489

  2 資本剰余金 2,219,406 2,219,406

  3 利益剰余金 8,614,120 8,212,112

     株主資本合計 13,076,016 12,674,008

     純資産合計 13,076,016 12,674,008

   負債・純資産合計 24,158,016 23,547,427
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（2）【四半期損益計算書】 

                                      （単位：千円） 

 
  開示した四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

科  目

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

（自 平成20年6月1日 （自 平成21年6月1日

 至 平成20年8月31日）  至 平成21年8月31日）

 Ⅰ 売上高 7,096,184 8,271,775

 Ⅱ 売上原価 4,274,276 4,919,991

      売上総利益 2,821,908 3,351,783

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,092,244 2,567,346

      営業利益 729,663 784,437

 Ⅳ 営業外収益

   1  仕入割引 17,966 22,289

   2  業務受託料 9,084 10,542

  3  その他 15,694 14,953

      営業外収益合計 42,745 47,785

 Ⅴ 営業外費用

   1  支払利息 13,061 20,522

  2 その他 1,077 5,040

   営業外費用合計 14,139 25,563

      経常利益 758,269 806,659

 Ⅵ 特別利益

   1  貸倒引当金戻入額 ― 17,279

  2 移転補償金 ― 9,300

   特別利益合計 ― 26,579

 Ⅶ 特別損失

   1  固定資産除却損 7,226 6,884

   2 減損損失 6,922 5,101

   特別損失合計 14,149 11,985

      税引前四半期純利益 744,120 821,253

   法人税等 325,344 365,390

   四半期純利益 418,776 455,863
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