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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第32期
第２四半期
累計期間

第32期
第２四半期
会計期間

第31期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高 (千円) 13,979,042 7,070,265 27,393,994

経常利益又は経常損失（△） (千円) 13,101 △20,849 131,778

四半期（当期）純損失（△） (千円) △48,616 △71,462 △20,016

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) － 793,600 793,600

発行済株式総数 (千株) － 2,400 2,400

純資産額 (千円) － 2,138,057 2,203,385

総資産額 (千円) － 18,124,003 18,323,212

１株当たり純資産額 （円） － 890.33 918.10

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）
（円） △20.26 △29.78 △8.34

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 8.0 8.0 16.0

自己資本比率
（％）

　
－ 11.8 12.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 836,613 － 228,748

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △905,900 － △1,287,289

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △517,451 － 1,326,264

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
(千円) － 1,418,249 2,004,988

従業員数 （人） － 286 319

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、子会社及び関連会社がないため記載しておりません。

４．第31期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

５．第32期の第２四半期累計期間及び第２四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。　

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 286 (1,003)

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨

時雇用者数（１日８時間換算）は、（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当第２四半期会計期間の仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門別
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　 千円

書店 3,360,805

文具 216,717

セルＡＶ 509,785

ＴＶゲーム 156,722

レンタル 815,688

その他 6,563

合計 5,066,282

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、菓子、古物の仕入によるものです。

(2）受注状況

　当社は受注販売を行っていないため、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第２四半期会計期間の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門別
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　 千円

書店 4,439,943

文具 266,782

セルＡＶ 700,291

ＴＶゲーム 220,256

レンタル 1,396,111

その他 46,880

合計 7,070,265

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、自動販売機収入、受取手数料、賃貸収入等の売上によるものです。自動販売機収入、受取手数料及び

賃貸収入につきましては、第１四半期会計期間より営業外収益から売上高へ計上することに変更しておりま

す。
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(4）地域別販売実績

　当第２四半期会計期間における地域別販売実績は次のとおりであります。

地域名 金額（千円）

茨城県 （２店舗） 112,578

千葉県 （２店舗） 110,688

埼玉県 （１店舗） 56,205

長野県 （１店舗） 73,823

福井県 （１店舗） 18,718

愛知県 （29店舗） 2,629,222

岐阜県 （27店舗） 2,119,692

三重県 （11店舗） 735,563

滋賀県 （７店舗） 463,069

京都府 （１店舗） 70,633

大阪府 （３店舗） 153,257

奈良県 （６店舗） 526,811

合計 （91店舗） 7,070,265

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．店舗数は平成20年９月末の店舗数を記載しております。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況　

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、景気の停滞で所得が伸び悩む一方で、生活必需品の値上げが進み、

消費者の景況感は一層悪化しました。

　書店業界におきましても、大手チェーン店の経営破綻や有名雑誌の休刊発表が相次ぐなど厳しい状況が続いてお

ります。

　このような状況の中で、当社は志段味店（名古屋市守山区）、小浜店（福井県小浜市）と２店舗の新規出店を行い

ました。一方、閉店は２店舗あり、第２四半期会計期間末の店舗数は91店舗となりました。

　新規出店の一方で、既存店の売場改装も積極的に行ったことや、夏休みの拡販期において順調に売上を伸ばしたこ

とから、売上高は70億70百万円となる一方で、レンタル部門において下半期の拡販に向けて積極的な仕入を実施し

たことから営業利益は０百万円、経常損失は20百万円となりました。また、減損損失を70百万円計上したことなどか

ら四半期純損失は71百万円となりました。

　部門別の状況は以下のとおりであります。

（書店部門）

　書店部門では、雑誌の付録見本の陳列や拡販材を活用するなどして訴求効果のある陳列を行いました。また、季節

商品を強化しフェア用の什器を使用するなどして重点販売を行う一方で、ＴＶや映画の原作本などメディア関連商

品の仕入れを積極的に行い拡販を図りました。

　更に、７月には世界的ベストセラー「ハリー・ポッター」シリーズの最終巻である「ハリー・ポッターと死の秘

宝」が発売されたことや夏の文庫フェアが好調な売れ行きをみせたことなどもあり順調に推移しました。

　この結果、書店部門の売上高は44億39百万円となりました。

（文具部門）

　文具部門では、目立った新製品は乏しかったものの、ファンシーや季節商品の仕入れを強化して積極的に展開し、

拡販に努めました。

　この結果、文具部門の売上高は２億66百万円となりました。

（セルＡＶ部門）

　セルＡＶ部門では、発売タイトルによる売上の増減が激しく、夏場にはタイトル不足からやや伸び悩みが見られま

したが、既存店における売場レイアウトの変更やビッグタイトルの全社的な予約獲得活動など積極的な拡販に努め

ました。

　この結果、セルＡＶ部門の売上高は７億円となりました。

（ＴＶゲーム部門）

　ＴＶゲーム部門では、リサイクルでは積極的な買取により在庫の充実に努める一方で、店舗間での商品移動により

在庫調整を図り効率的な販売を行いました。新品ゲームでは売れ筋商品を中心とした効果的な陳列を進める一方

で、新作の予約獲得活動を積極的に実施しました。また、既存２店舗（大台店、大和店）へ新規に部門を導入し拡販

に努めました。

　この結果、ＴＶゲーム部門の売上高は２億20百万円となりました。

（レンタル部門）

　レンタル部門では、ビジュアル分野では旧作商品の需要が落ち着きを見せる中で、新作商品がカバーし切れずやや

厳しい状況となりました。その一方で、コミックレンタルは順調に取扱店舗を増やしており、前四半期末より６店舗

増加して、５店舗から11店舗になりました。

　この結果、レンタル部門の売上高は13億96百万円となりました。

（その他）

　自動販売機収入は、夏場の高需要もあり順調に推移しました。受取手数料及び賃貸収入につきましては、第１四半

期に引き続き堅調に推移しました。

　この結果、その他の売上高は46百万円となりました。　

（2）キャッシュ・フローの状況　

　当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億18百万円となりました。

　当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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　営業活動の結果得られた資金は２億22百万円となりました。これは主に、減価償却費が２億円であったことなどに

よるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は２億92百万円となりました。これは主に新規出店に対する設備投資によるもので

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は２億38百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものです。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、取得した主な設備は以下のとおりであります。

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

完了年月
建物
（千円）

構築物
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

その他
（千円）

合計
（千円）

 志段味店

（名古屋市守山区）
販売施設 165,558 7,943 － 48,294 221,796

4

（13）
平成20年８月

 小浜店

（福井県小浜市)
販売施設 111,798 3,922 － 21,137 136,857

3

（8）
平成20年９月

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及びソフトウェアの合計であります。なお、上記金額には消費税

等は含まれておりません。

２．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（１日８時間換算）は、（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。

(2）設備の新設、除却等の計画

①当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却について完了し

たものは「（1）主要な設備の状況」に記載しております。

②当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 9,600,000

計 9,600,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,400,000 2,400,000 ジャスダック証券取引所 －

計 2,400,000 2,400,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年６月25日定時株主総会決議（平成20年７月14日取締役会決議）

 
第２四半期会計期間末現在

（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,090

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月１日

至　平成25年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　1,090

資本組入額　　　545

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお

いても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は

従業員その他これに準ずる地位にあることを要す

る。ただし、取締役会の決議により特に行使を認め

られた場合はこの限りではない。

２．その他の権利行使条件については、株主総会決議

及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者

との間で締結する「新株予約権割当契約」及び同

契約に基づき取締役会が定める「新株予約権割当

契約に関する細則」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入、その他一切の処分は認めないもの

とする。

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要する。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
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年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 2,400,000 － 793,600 － 520,533

(5) 【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈲日和エステート 名古屋市千種区日和町５丁目35番地 869,400 36.22

加藤　和裕 名古屋市千種区 491,198 20.46

㈲弥生エステート 名古屋市名東区梅森坂西１丁目104番地 128,000 5.33

三洋堂書店従業員持株会 名古屋市瑞穂区新開町18-22 72,340 3.01

㈱トーハン 東京都新宿区東五軒町６番24号 50,900 2.12

加藤　光子 名古屋市名東区 50,000 2.08

加藤　一太郎 名古屋市名東区 47,120 1.96

三好　　彰 愛知県丹羽郡扶桑町 35,611 1.48

朝倉　潤真 愛知県日進市 34,500 1.43

加藤　千恵 名古屋市千種区 27,200 1.13

計 － 1,806,269 75.26

（注）加藤和裕は上記以外に三洋堂書店役員持株会の名義により5,646株を所有しており、これを合わせて496,844株を
保有しております。また、三好彰も同様に303株を所有しており、これを合わせて35,914株を保有しております。
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(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　2,399,300 23,993 －

単元未満株式 普通株式　　　　700 － －

発行済株式総数 2,400,000 － －

総株主の議決権 － 23,993 －

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高（円） 1,000 1,040 1,090 1,080 1,129 1,270

最低（円） 880 922 988 1,000 1,020 1,080

　（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,321,821 1,953,483

売掛金 49,295 56,866

商品 5,941,924 5,828,933

その他 ※1
 399,675 472,310

流動資産合計 7,712,716 8,311,594

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,976,164 3,466,488

土地 2,558,423 2,558,423

その他（純額） 1,197,993 1,379,422

有形固定資産合計 ※2
 7,732,582

※2
 7,404,334

無形固定資産 500,554 466,628

投資その他の資産 ※1
 2,178,149

※1
 2,140,654

固定資産合計 10,411,286 10,011,617

資産合計 18,124,003 18,323,212

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,173,291 9,751,046

1年内返済予定の長期借入金 838,080 914,780

未払法人税等 71,095 93,253

引当金 109,065 92,558

その他 510,330 577,338

流動負債合計 11,701,862 11,428,977

固定負債

長期借入金 3,920,620 4,342,260

退職給付引当金 338,497 331,832

その他 24,964 16,756

固定負債合計 4,284,082 4,690,849

負債合計 15,985,945 16,119,826
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 793,600 793,600

資本剰余金 520,533 520,533

利益剰余金 789,143 856,959

自己株式 △60 △60

株主資本合計 2,103,216 2,171,033

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 33,515 32,352

評価・換算差額等合計 33,515 32,352

新株予約権 1,325 －

純資産合計 2,138,057 2,203,385

負債純資産合計 18,124,003 18,323,212
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(2) 【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 13,979,042

売上原価 9,953,610

売上総利益 4,025,431

販売費及び一般管理費 ※
 3,971,370

営業利益 54,061

営業外収益

受取利息 3,141

受取配当金 1,420

受取保険金 2,903

その他 3,552

営業外収益合計 11,018

営業外費用

支払利息 45,304

その他 6,674

営業外費用合計 51,978

経常利益 13,101

特別利益

固定資産売却益 26

賞与引当金戻入額 22,747

特別利益合計 22,773

特別損失

固定資産除却損 6,315

減損損失 70,869

その他 3,179

特別損失合計 80,363

税引前四半期純損失（△） △44,488

法人税、住民税及び事業税 58,047

法人税等調整額 △53,919

法人税等合計 4,127

四半期純損失（△） △48,616
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 7,070,265

売上原価 5,055,428

売上総利益 2,014,837

販売費及び一般管理費 ※
 2,014,724

営業利益 112

営業外収益

受取利息 1,605

受取配当金 2

受取保険金 1,841

その他 1,767

営業外収益合計 5,216

営業外費用

支払利息 22,187

その他 3,990

営業外費用合計 26,177

経常損失（△） △20,849

特別損失

固定資産除却損 6,074

減損損失 70,869

その他 3,179

特別損失合計 80,122

税引前四半期純損失（△） △100,972

法人税、住民税及び事業税 41,557

法人税等調整額 △71,066

法人税等合計 △29,509

四半期純損失（△） △71,462
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △44,488

減価償却費 385,762

減損損失 70,869

貸倒引当金の増減額（△は減少） 953

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,507

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,665

受取利息及び受取配当金 △4,562

支払利息 45,304

固定資産売却損益（△は益） △26

固定資産除却損 6,315

売上債権の増減額（△は増加） 7,571

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,187

仕入債務の増減額（△は減少） 422,244

その他 △28,734

小計 958,568

利息及び配当金の受取額 1,967

利息の支払額 △44,839

法人税等の支払額 △79,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,613

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 △771,572

有形固定資産の売却による収入 481

有形固定資産の除却による支出 △3,295

無形固定資産の取得による支出 △97,664

投資有価証券の取得による支出 △11,793

その他 △22,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △498,340

配当金の支払額 △19,111

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △586,738

現金及び現金同等物の期首残高 2,004,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,418,249
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変

更）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、売価還元法による原価法に

よっておりましたが、第１四半期会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として売

価還元法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。

　これにより、当第２四半期累計期間の営業

利益及び経常利益は26,649千円減少し、税

引前四半期純損失は同額増加しておりま

す。

　また、従来、商品の評価基準及び評価方法

は、売価還元法による原価法によっており

ましたが、第１四半期会計期間より、ＴＶ

ゲーム部門商品につきましては移動平均法

による原価法に変更いたしました。これは、

コンピュータによる受払い及び在庫管理シ

ステムの導入により、価格変動の激しいＴ

Ｖゲーム部門商品の期間損益をより適正に

計算することが可能になったためでありま

す。

　なお、この変更に伴い従来と同一の方法に

よった場合と比較して、当第２四半期会計

期間末のたな卸資産が3,212千円減少した

ことにより、当第２四半期累計期間の営業

利益及び経常利益は同額減少し、税引前四

半期純損失は同額増加しております。
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【追加情報】

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

（自動販売機収入及び受取手数料並びに賃貸収入の処理方

法について）

　従来、自動販売機収入及び受取手数料並びに賃貸収入につ

いては、営業外収益に含めて処理をしておりましたが、当該

金額の重要性が増してきたことに伴い、社内体制の整備を

行い独立した事業部門として立ち上げたことから、第１四

半期会計期間より売上高へ計上することに変更いたしまし

た。また、これらに対応する費用につきましても、これまで

販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、第１

四半期会計期間より売上原価に計上することにいたしまし

た。

　この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して当第

２四半期累計期間の売上高89,349千円、売上総利益77,654千

円、営業利益が89,349千円増加しておりますが、経常利益及

び税引前四半期純損失への影響はありません。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

流動資産　その他　　　　　　　　 　953千円

投資その他の資産　　　　　　　　12,740千円

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産　　　　　　　　12,740千円　

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、5,055,520千円で

あります。　

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、4,762,646千円で

あります。

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 1,373,234 千円

賞与引当金繰入額 109,065
千円

　

退職給付費用 19,031
千円

　

地代家賃 711,725 千円

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 680,296 千円

賞与引当金繰入額 59,490
千円

　

退職給付費用 9,515
千円

　

地代家賃 355,985 千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,321,821千円

流動資産「その他」（預け金） 96,427千円

現金及び現金同等物 1,418,249千円

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　2,400,000株　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　 63株

３．新株予約権等に関する事項

　ストックオプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　　1,325千円

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 19,199 8 平成20年３月31日 平成20年６月26日 利益剰余金

(2）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後とな

るもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年11月７日

取締役会
普通株式 19,199 8  平成20年９月30日  平成20年12月８日

利益剰余

金

（有価証券関係）

著しい変動がないため、記載しておりません。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社三洋堂書店(E03487)

四半期報告書

20/24



（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

１．ストックオプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　　四半期財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

　 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 　当社取締役　６名、当社従業員　30名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 　普通株式　50,000株

付与日 　平成20年８月１日

権利確定条件

１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい

ても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従

業員その他これに準ずる地位にあることを要する。

ただし、取締役会の決議により特に行使を認められ

た場合はこの限りではない。

２．その他の権利行使条件については、株主総会決議及

び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権割当契約」及び同契約

に基づき取締役会が定める「新株予約権割当契約

に関する細則」に定めるところによる。

対象勤務期間 　対象勤務期間の定めはない

権利行使期間 　自平成22年８月１日　至平成25年７月31日

権利行使価格（円） 1,090

付与日における公正な評価単価（円） 318
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 890.33 円 １株当たり純資産額 918.10 円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 （千円） 2,138,057 2,203,385

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） 1,325 －

（うち新株予約権）
（千円）

　
1,325 －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 （千円） 2,136,732 2,203,385

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半

期末（期末）の普通株式の数
（千株） 2,399 2,399

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △20.26 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 △29.78 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　 　
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純損失 (千円) △48,616 △71,462

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る四半期純損失 (千円) △48,616 △71,462

期中平均株式数 (千株) 2,399 2,399

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

２【その他】

平成20年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・　19,199千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・　８円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・　平成20年12月８日

（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払を行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

　 　
平成20年11月10日

　

株式会社三洋堂書店 　 　

取締役会　御中 　 　

　 監査法人トーマツ　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 水野　信勝　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 水野　裕之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三洋堂書店

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第32期事業年度の第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三洋堂書店の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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