
 

 

 

 

 

 
配当金支払開始予定日 ― 

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

平成22年5月期 第2四半期決算短信
平成22年1月8日

上 場 会 社 名
株式会社 ヴィレッジヴァンガード 
          コーポレーション

上場取引所 JQ

コ ー ド 番 号 2769 URL http://www.village-v.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役 (氏名)菊地 敬一
問合せ先責任者 (役職名)管理本部長 (氏名)吉岡 敏夫 TEL (0561)63―3031
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1.平成22年５月期第２四半期の連結業績（平成21年６月１日～平成21年11月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

22年５月期第２四半期 16,903 14.2 1,347 21.9 1,375 20.2 761 21.2

21年５月期第２四半期 14,805     ─ 1,105 ─ 1,144 ─ 628 ─

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

22年５月期第２四半期 19,802 12 ─ ─
21年５月期第２四半期 16,341 55 16,339 85

 (2) 連結財政状態

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

22年５月期第２四半期 25,750 13,153 51.1 341,925 84

    21年５月期 24,079 12,445 51.7 323,523 71

(参考) 自己資本 22年５月期第２四半期 13,153百万円  21年５月期 12,445百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 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

 21年５月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 1,400 00 1,400 00

 22年５月期 ─ ─ ― ― ― ― ― ― ― ―

 22年５月期(予想) ― ― 0 00 ─ ─ 1,400 00 1,400 00

3. 平成22年５月期の連結業績予想（平成21年６月１日～平成22年５月31日）

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 37,640 13.3 3,481 11.5 3,519 11.0 1,976 16.1 51,371 96
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  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。] 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績
は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項について
は、３ページの【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

        
  

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)
   新規 ―社 （社名          ） 除外 ―社 （社名          ）

： 無

(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 ： 有

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。]

(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（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年５月期第２四半期 38,468株  21年５月期 38,468株

22年５月期第２四半期 ─株  21年５月期 ─株

22年５月期第２四半期 38,468株 21年５月期第２四半期 38,468株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策を背景に業種や地域によっては景気
を持ち直しているものの、企業収益の減少が続くなかデフレ状況が見られるなど依然として厳しい状況で
推移いたしました。 
このような経済環境のもと、当社では直営店19店・ＦＣ店１店を出店し、直営店３店・ＦＣ店３店を閉

鎖しました。その結果、当第２四半期末の店舗数は、直営店299店、ＦＣ店27店の合計326店となりまし
た。また、当社グループの当第２四半期末の店舗数は、直営店340店、ＦＣ店30店の合計370店となりまし
た。 
その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は16,903,597千円と前年同四半期と比べ2,098,432千円

（14.2％）の増収となりました。利益面につきましても、営業利益は、1,347,825千円と前年同四半期と
比べ241,878千円（21.9％）の増益、経常利益は1,375,610千円と前年同四半期と比べ231,110千円
（20.2％）の増益、四半期純利益は761,748千円と前年同四半期と比べ133,121千円（21.2％）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7.8％増加し、21,231,086千円となりました。これは、商品及

び製品が1,796,857千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3.1％増加し、4,519,091千円となりました。これは、差入保証
金が91,816千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6.9％増加し、25,750,177千円となりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.2％増加し、8,214,237千円となりました。これは、買掛金が

511,856千円、１年内返済予定の長期借入金が166,485千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6.7％増加し、4,382,737千円となりました。これは、長期借入
金が339,648千円増加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8.3％増加し、12,596,974千円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.7％増加し、13,153,203千円となりました。これは、四半

期純利益が761,748千円となったことなどによるものです。 

  

当第２四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。 

②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 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ
て計算する方法を採用しております。 

  

【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

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第２四半期決算短信
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該当事項はありません。 

  

  

(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

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第２四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 2,957,220 3,078,486

受取手形及び売掛金 1,591,304 1,788,996

商品及び製品 15,928,188 14,131,331

その他 760,578 726,730

貸倒引当金 △6,206 △29,610

流動資産合計 21,231,086 19,695,933

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,411,363 1,361,244

工具、器具及び備品 685,777 694,603

その他 141,262 141,965

有形固定資産合計 2,238,403 2,197,813

無形固定資産   

のれん 135,857 163,028

その他 32,008 30,462

無形固定資産合計 167,865 193,490

投資その他の資産   

差入保証金 1,493,377 1,401,560

その他 682,105 608,000

貸倒引当金 △62,659 △17,295

投資その他の資産合計 2,112,822 1,992,265

固定資産合計 4,519,091 4,383,570

資産合計 25,750,177 24,079,503

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第２四半期決算短信
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 4,384,208 3,872,351

短期借入金 518,000 368,000

1年内返済予定の長期借入金 1,427,412 1,260,927

未払金 656,649 639,766

未払費用 495,867 507,011

未払法人税等 608,359 777,930

賞与引当金 14,477 9,545

その他 109,262 90,038

流動負債合計 8,214,237 7,525,570

固定負債   

長期借入金 3,576,108 3,236,460

長期未払金 509,633 589,693

退職給付引当金 49,484 42,534

役員退職慰労引当金 172,011 166,935

その他 75,500 73,000

固定負債合計 4,382,737 4,108,623

負債合計 12,596,974 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 8,691,307 7,983,414

株主資本合計 13,153,203 12,445,310

純資産合計 13,153,203 12,445,310

負債純資産合計 25,750,177 24,079,503

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第２四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 14,805,164 16,903,597

売上原価 8,705,432 9,876,772

売上総利益 6,099,732 7,026,825

販売費及び一般管理費 4,993,785 5,678,999

営業利益 1,105,947 1,347,825

営業外収益   

仕入割引 41,046 38,513

業務受託料 20,253 21,107

その他 22,915 33,338

営業外収益合計 84,214 92,959

営業外費用   

支払利息 33,502 48,756

その他 12,159 16,417

営業外費用合計 45,661 65,174

経常利益 1,144,500 1,375,610

特別利益   

固定資産売却益 906 －

貸倒引当金戻入額 324 327

移転補償金 － 9,300

特別利益合計 1,230 9,627

特別損失   

固定資産除却損 12,294 13,661

減損損失 13,970 25,472

特別損失合計 26,264 39,133

税金等調整前四半期純利益 1,119,466 1,346,104

法人税等 490,839 584,356

四半期純利益 628,626 761,748

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第２四半期決算短信
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30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 1,119,466 1,346,104

減価償却費 164,719 210,315

減損損失 13,970 25,472

のれん償却額 27,171 27,171

売上債権の増減額（△は増加） △179,958 230,698

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,783,490 △1,796,857

仕入債務の増減額（△は減少） 1,966,066 511,856

その他 25,415 104,864

小計 353,360 659,625

利息及び配当金の受取額 3,850 2,083

利息の支払額 △33,663 △53,299

法人税等の支払額 △856,790 △755,218

営業活動によるキャッシュ・フロー △533,243 △146,808

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 △798,987 △212,891

無形固定資産の取得による支出 △8,730 △8,467

差入保証金の差入による支出 △283,532 △106,693

その他 △91,097 △147,100

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,182,346 △475,153

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） 186,710 150,000

長期借入れによる収入 1,110,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △301,205 △693,867

長期未払金の純増減額（△は減少） 177,163 △98,509

配当金の支払額 △53,438 △53,950

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,119,229 503,672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,971 △2,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △598,332 △121,265

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 2,367,035 2,937,220

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第２四半期決算短信
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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】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日）

 【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 
　　 　　　　平成22年５月期 第２四半期決算短信
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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２四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成21年11月30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 2,473,012 2,973,586

  2 売掛金 1,528,581 1,722,881

  3 商品及び製品 15,275,199 13,563,934

  4 その他 697,776 664,495

    貸倒引当金 △6,206 △29,610

     流動資産合計 19,968,362 18,895,286

 Ⅱ 固定資産

  1 有形固定資産

    （1）建物及び構築物 1,302,068 1,285,520

    （2）工具器具及び備品 640,458 662,409

    （3）その他 135,221 130,041

      有形固定資産合計 2,077,748 2,077,971

  2 無形固定資産

    （1）ソフトウェア 23,944 23,689

    （2）その他 1,391 1,391

      無形固定資産合計 25,336 25,081

  3 投資その他資産

    （1）関係会社株式 521,081 437,431

    （2）差入保証金 1,322,967 1,257,694

    （3）その他 857,671 870,586

   貸倒引当金 △62,315 △16,624

      投資その他の資産合計 2,639,405 2,549,088

      固定資産合計 4,742,490 4,652,141

   資産合計 24,710,852 23,547,427
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                                   （単位:千円） 

 
（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー 

   対象ではありません。 

科  目
当第２四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成21年11月30日） （平成21年５月31日）

 負債の部

 Ⅰ 流動負債

  1 買掛金 4,333,993 3,844,210

  2 短期借入金 268,000 218,000

   3  1年内返済予定の長期借入金 1,217,256 1,130,895

  4 未払金 597,986 609,686

  5  未払費用 474,599 489,213

  6  未払法人税等 607,485 776,212

  7  その他 97,764 74,308

     流動負債合計 7,597,086 7,142,526

 Ⅱ 固定負債

  1 長期借入金 2,956,641 2,861,840

  2 長期未払金 509,633 589,693

   3  退職給付引当金 45,829 39,423

   4 役員退職慰労引当金 172,011 166,935

  5 その他 75,500 73,000

      固定負債合計 3,759,615 3,730,893

    負債合計 11,356,701 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 8,892,256 8,212,112

     株主資本合計 13,354,151 12,674,008

     純資産合計 13,354,151 12,674,008

   負債・純資産合計 24,710,852 23,547,427
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（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー 

 対象ではありません。 

（２） 【四半期損益計算書】

      【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

科  目

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

（自 平成20年６月１日 （自 平成21年６月１日

  至 平成20年11月30日）  至 平成21年11月30日）

 Ⅰ 売上高 14,240,747 16,098,614

 Ⅱ 売上原価 8,539,157 9,617,099

      売上総利益 5,701,589 6,481,514

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,613,343 5,177,829

      営業利益 1,088,245 1,303,685

 Ⅳ 営業外収益

   1  仕入割引 41,046 38,513

   2  業務受託料 20,253 21,107

  3  その他 30,924 43,234

      営業外収益合計 92,224 102,855

 Ⅴ 営業外費用

   1  支払利息 29,225 42,090

  2 その他 10,048 17,322

   営業外費用合計 39,273 59,413

      経常利益 1,141,197 1,347,127

 Ⅵ 特別利益

  1 移転補償金 ― 9,300

   特別利益合計 ― 9,300

 Ⅶ 特別損失

   1  固定資産除却損 12,012 11,584

   2 減損損失 12,314 23,938

   特別損失合計 24,327 35,522

   税引前四半期純利益 1,116,869 1,320,904

   法人税等 490,281 586,906

   四半期純利益 626,588 733,998
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