
 

 

 

   

 

 
  

(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 ： 有 
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四半期報告書提出予定日 平成21年4月13日

1. 平成21年５月期第３四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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 ％

21年5月期第3四半期 24,544  ―  2,256 ―  2,308 ―  1,233 ―  

20年5月期第3四半期 20,380  ―  2,277 ―  2,322 ―  1,287 ―  

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

21年5月期第3四半期 32,054 79 ― ―
20年5月期第3四半期 33,618 55 33,568 61

 (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

21年5月期第3四半期 23,347 11,976 51.3 311,338 14

20年5月期 19,122 10,797 56.5 280,683 34

(参考) 自己資本 21年5月期第3四半期 11,976百万円 20年5月期 10,797百万円

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 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― ― ― 1,400 00 1,400 00

21年5月期 ― ― ― ― ―

21年5月期(予想) ― ― ― 1,400 00 1,400 00

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21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 32,545 17.6 2,572 △13.7 2,626 △13.7 1,406 △4.7 36,556 01
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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） 

 
  

 1．平成20年７月18日発表の連結業績予想及び配当予想を平成21年１月９日に修正しております。  
 2．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。 
 3．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期 
    財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 
   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

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) ： 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。]

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年5月期第3四半期 38,468株 20年5期 38,468株

21年5月期第3四半期 ―  株 20年5月期   ―  株

21年5月期第3四半期 38,468株 20年5月期第3四半期 38,310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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実態経済へ波及し、企業収益の
悪化で、かつてない景気後退局面を迎えました。また、個人消費につきましても雇用情勢の悪化を中心と
した先行きの不透明感から節約志向が高まり購買意欲が一段と冷え込む状況となりました。 
このような経済環境のもと、当社では直営店舗47店を出店し、直営店舗5店を閉鎖しました。その結

果、当第3四半期末の店舗数は、直営店舗272店、ＦＣ店舗30店の合計302店となりました。また、当社グ
ループの当第3四半期末の店舗数は、直営店舗303店、ＦＣ店舗33店の合計336店となりました。 
その結果、当第3四半期の売上高は24,544,182千円となり、営業利益は2,256,710千円、経常利益は

2,308,439千円、四半期純利益は1,233,083千円となりました。 
  

（資産の部） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて20.1%増加し、19,119,511千円となりました。これは、たな卸

資産が2,953,791千円、受取手形及び売掛金が132,335千円それぞれ増加したことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて32.1%増加し、4,227,548千円となりました。これは、建物及び
構築物が377,410千円、差入保証金が316,866千円それぞれ増加したことなどによります。 
（負債・純資産の部） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて14.6%増加し、6,933,876千円となりました。これは、短期借入

金が507,800千円、買掛金が336,981千円それぞれ増加したことなどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて95.3%増加し、4,436,628千円となりました。これは、長期借入
金が2,075,024千円、長期未払金が103,015千円それぞれ増加したことなどによります。 
純資産合計は、前連結会計年度に比べて10.9%増加し、11,976,555千円となりました。これは、主とし

て利益剰余金が1,179,228千円増加したことなどによります。 
  

当第3四半期の業績については、概ね計画のとおりに推移しており、平成21年1月9日発表の業績予想の
修正はありません。 
  

・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
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該当事項はありません。 

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、当第2四半期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。 
4.税金費用の計算 
当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もり、税

引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。 

・会計処理基準に関する事項の変更 
1. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半  
期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。ま
た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっておりましたが「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取
引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する
連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、平成20
年４月１日以降にリース取引開始となる契約からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係
る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産の
減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

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

(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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,011,911 2,985,367

受取手形及び売掛金 1,539,621 1,407,286

商品 13,881,611 10,927,819

その他 698,392 619,010

貸倒引当金 △12,025 △17,625

流動資産合計 19,119,511 15,921,857

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,291,736 914,326

工具、器具及び備品 696,445 547,797

その他 131,491 2,986

有形固定資産合計 2,119,673 1,465,110

無形固定資産   

のれん 176,614 217,371

その他 32,383 30,765

無形固定資産合計 208,997 248,136

投資その他の資産   

差入保証金 1,363,482 1,046,616

その他 548,318 453,644

貸倒引当金 △12,923 △12,735

投資その他の資産合計 1,898,877 1,487,525

固定資産合計 4,227,548 3,200,772

資産合計 23,347,060 19,122,630
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,608,227 3,271,246

短期借入金 767,000 259,200

1年内返済予定の長期借入金 1,180,804 560,084

未払金 550,576 520,081

未払費用 335,052 390,477

未払法人税等 322,153 869,373

賞与引当金 68,666 6,617

その他 101,397 176,039

流動負債合計 6,933,876 6,053,119

固定負債   

長期借入金 3,577,610 1,502,586

長期未払金 586,546 483,530

退職給付引当金 38,637 29,991

役員退職慰労引当金 160,834 178,575

その他 73,000 77,500

固定負債合計 4,436,628 2,272,184

負債合計 11,370,505 8,325,303

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 7,514,660 6,335,431

株主資本合計 11,976,555 10,797,326

純資産合計 11,976,555 10,797,326

負債純資産合計 23,347,060 19,122,630
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 24,544,182

売上原価 14,496,427

売上総利益 10,047,755

販売費及び一般管理費 7,791,044

営業利益 2,256,710

営業外収益  

仕入割引 59,276

業務受託料 30,593

その他 33,581

営業外収益合計 123,451

営業外費用  

支払利息 56,448

その他 15,273

営業外費用合計 71,721

経常利益 2,308,439

特別利益  

固定資産売却益 906

貸倒引当金戻入額 324

特別利益合計 1,230

特別損失  

固定資産除却損 25,015

減損損失 14,888

子会社本社移転費用 22,414

特別損失合計 62,318

税金等調整前四半期純利益 2,247,351

法人税等 1,014,267

四半期純利益 1,233,083
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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)

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
  至 平成21年2月28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 2,247,351

減価償却費 272,119

減損損失 14,888

のれん償却額 40,757

売上債権の増減額（△は増加） △126,493

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,953,791

仕入債務の増減額（△は減少） 336,981

その他 10,469

小計 △157,718

利息及び配当金の受取額 5,731

利息の支払額 △55,650

法人税等の支払額 △1,551,206

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,758,843

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 △947,351

無形固定資産の取得による支出 △11,721

差入保証金の差入による支出 △369,834

その他 △169,049

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,497,956

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 507,800

長期借入れによる収入 3,200,000

長期借入金の返済による支出 △504,256

長期未払金の返済による支出 134,692

配当金の支払額 △53,631

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,284,604

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,544

現金及び現金同等物の期首残高 2,965,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,991,911
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

ａ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。 

  

ｂ所在地別セグメント 

 当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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。 

ｃ海外売上高 

 当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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

   当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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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 （１）（要約）四半期連結損益計算書 

                               （単位：千円）  

 
  

「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表

科  目

前年同第３四半期連結累計期間

（自 平成19年6月１日

   至 平成20年2月29日）

 Ⅰ 売上高 20,380,929

 Ⅱ 売上原価 12,055,623

      売上総利益 8,325,306

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,047,722

      営業利益 2,277,583

 Ⅳ 営業外収益 109,541

 Ⅴ 営業外費用 64,285

      経常利益 2,322,839

 Ⅵ 特別利益 39,083

 Ⅶ 特別損失 11,846

      税金等調整前四半期純利益 2,350,077

   法人税等 1,062,150

   四半期純利益 1,287,926
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「参考」 

 四半期個別財務諸表 

 （１）四半期貸借対照表 

                                     （単位：千円） 

科  目
当第３四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成21年2月28日） （平成20年5月31日）

(資産の部)

 Ⅰ 流動資産

  1 現金及び預金 2,907,188 2,938,282

  2 売掛金 1,453,618 1,353,801

  3 商 品 13,357,471 10,456,644

  4 その他 616,765 579,046

    貸倒引当金 △12,025 △17,625

     流動資産計 18,323,018 15,310,148

 Ⅱ 固定資産

  1 有形固定資産

    （1）建物及び構築物 1,214,697 870,687

    （2）工具、器具及び備品 666,999 544,563

    （3）その他 130,157 1,161

      有形固定資産計 2,011,854 1,416,412

  2 無形固定資産

    （1）ソフトウェア 26,745 28,009

    （2）その他 1,391 1,391

      無形固定資産計 28,137 29,401

  3 投資その他の資産

    （1）関係会社株式 437,431 437,431

    （2）差入保証金 1,198,427 910,111

    （3）その他 810,242 724,757

      貸倒引当金 △11,925 △11,414

      投資その他の資産計 2,434,175 2,060,886

      固定資産合計 4,474,167 3,506,700

   資産合計 22,797,185 18,816,849
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                                     （単位：千円） 

科  目
当第３四半期会計期間末

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成21年2月28日） （平成20年5月31日）

(負債の部)

 Ⅰ 流動負債

  1 買掛金 3,589,597 3,251,983

  2 短期借入金 617,000 209,200

  3  1年内返済予定の長期借入金 1,060,780 480,056

  4 未払金 514,303 503,033

  5  未払費用 314,851 374,930

  6  未払法人税等 321,435 868,658

  7  賞与引当金 66,190 ―

  8  その他 83,575 171,701

     流動負債計 6,567,733 5,859,562

 Ⅱ 固定負債

  1 長期借入金 3,202,140 1,227,615

  2 長期未払金 586,546 483,530

   3  退職給付引当金 35,914 28,747

   4 役員退職慰労引当金 160,834 178,575

  5 その他 73,000 77,500

      固定負債計 4,058,435 1,995,969

    負債合計 10,626,169 7,855,531

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 利益余剰金 7,709,121 6,499,422

     株主資本計 12,171,016 10,961,317

     純資産合計 12,171,016 10,961,317

   負債・純資産合計 22,797,185 18,816,849
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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。 

  当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期 

   財務諸表に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

   また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表等を作成しております。 

科  目

当第３四半期累計期間

（自 平成20年6月1日

 至 平成21年2月28日）

 Ⅰ 売上高 23,678,503

 Ⅱ 売上原価 14,238,183

      売上総利益 9,440,320

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,199,503

      営業利益 2,240,817

 Ⅳ 営業外収益 136,709

   1  仕入割引 59,276

   2   業務受託料 30,593

  3  その他 46,839

 Ⅴ 営業外費用 63,493

   1  支払利息 50,008

  2 その他 13,484

      経常利益 2,314,033

 Ⅵ 特別損失 37,048

   1  固定資産除却損 24,733

   2 減損損失 12,314

      税引前四半期純利益 2,276,984

   法人税等 1,013,430

   四半期純利益 1,263,554
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