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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３四半期
累計期間

第32期
第３四半期
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
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高 (千円) 21,386,805 7,407,76227,393,994

経常利益 (千円) 175,161 162,060 131,778

四半期純利益又は当期純損失（△） (千円)  38,368  86,985 △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) － 2,197,3182,203,385

総資産額 (千円) － 18,894,19318,323,212

１株当たり純資産額 （円） － 914.19 918.10

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり当期純損失金

額（△）
（円） 15.99 36.24 △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 － 16.0

自己資本比率
（％）

　
－ 11.6 12.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 1,707,230 － 228,748

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △1,084,257 － △1,287,289

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △472,070 － 1,326,264

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 (千円) － 2,155,8902,004,988

従業員数 （人） － 283 319

　（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３四半期累計期間及び第３四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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第３四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12月31日現在

従業員数（人） 283 (997)

　（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３四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３四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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

 千円

書店 3,611,765

文具 254,224

セルＡＶ 629,668

ＴＶゲーム 228,744

レンタル 730,492

その他 9,785

合計 5,464,680

　（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、玩具、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３四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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

 千円

書店 4,600,561

文具 342,469

セルＡＶ 774,333

ＴＶゲーム 278,367

レンタル 1,359,465

その他 52,565

合計 7,407,762

　（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３四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） 112,866

千葉県 （２店舗） 116,706

埼玉県 （１店舗） 60,640

長野県 （１店舗） 78,158

福井県 （１店舗） 62,797

愛知県 （29店舗） 2,751,136

岐阜県 （27店舗） 2,191,318

三重県 （11店舗） 779,142

滋賀県 （７店舗） 463,361

京都府 （１店舗） 71,629

大阪府 （３店舗） 159,794

奈良県 （６店舗） 560,208

合計 （91店舗） 7,407,762

　（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12月末の店舗数を記載しております。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。
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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３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱に端を発した世界的な景気減速が国内経済に

も波及し、輸出の激しい落ち込みなどから供給過剰に陥った製造業を中心に設備投資の先送りや雇用削減が行わ

れ、先行きの不安感は消費者の節約志向を一層強めることとなりました。

　書店業界におきましても、携帯電話や地上デジタル放送テレビの影響によるとみられる、タウン情報誌やテレビ誌

の不振など、厳しい消費環境が続いております。

　このような状況のなかで、当社は富田店（三重県四日市市）の増床、乙川店（愛知県半田市）での中古本の販売

（ふるほんタウン）、新開橋店（名古屋市瑞穂区）での玩具・駄菓子の販売（キッズタウン）など、新規商材を取

り扱うなど、既存店の営業力強化に取り組みました。その一方で、既存の取扱い商品において提案型の陳列や積極的

な予約獲得活動を行うなど全社を挙げての拡販に取り組んだ結果、売上高は74億７百万円、営業利益は１億76百万

円、経常利益は１億62百万円、四半期純利益は86百万円となりました。

　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、消費者の生活防衛意識の高まりを受けて、低価格レシピの料理本を揃えるなど提案型の売場作りを

実施しました。また、書籍では、目立ったベストセラーは乏しかったもののロングセラーを中心に堅実に品揃えし、

売上を伸ばしました。

　この結果、書店部門の売上高は46億円となりました。

（文具部門）

　文具部門では、筆記具を始めとした定番商品のほか、ファンシー商品も順調に売上を伸ばしました。また、カレン

ダー、手帳などの季節商材も仕入れを強化し、拡販に取り組みました。

　この結果、文具部門の売上高は３億42百万円となりました。

（セルＡＶ部門）

　セルＡＶ部門では、ＣＤ、ＤＶＤともに昨年に比べてタイトル不足の感があり、厳しい状況となりました。そうした

なかでも、ＤＶＤの「花より男子ファイナル」などでは、目標を上回る予約数を獲得するなど積極的な事前予約獲

得活動による拡販に取り組みました。

　この結果、セルＡＶ部門の売上高は７億74百万円となりました。

（ＴＶゲーム部門）

　ＴＶゲーム部門では、最新ゲーム機種が出揃った昨年の反動もあり、中古ゲームは厳しい状況でしたが、新品ゲー

ムは取り扱い店舗数の増加などにより売上を伸ばしました。

　この結果、ＴＶゲーム部門の売上高は２億78百万円となりました。

（レンタル部門）

　レンタル部門では、ビジュアル部門において、ビデオからＤＶＤへの移行を引き続き推し進め、ビジュアル分野に

おけるＤＶＤの在庫比率は94.7％となり、商品力を強化しました。オーディオ分野では、ピックアップコーナーなど

提案型売場を展開するなどして売上を伸ばしました。また、レンタルコミック分野では取り扱い店舗を前四半期末

より６店舗増やして17店舗とし、順調に売上を伸ばしています。

　この結果、レンタル部門の売上高は13億59百万円となりました。

（その他）

　自動販売機収入、受取手数料及び賃貸収入のほか、当第３四半期会計期間より、菓子、玩具、中古本の販売取り扱い

を開始しました。

　この結果、その他の売上高は52百万円となりました。　

（2）キャッシュ・フローの状況　

　当第３四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、21億55百万円となりました。

　当第３四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）

　営業活動の結果得られた資金は８億70百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加額が７億61百万円であっ

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１億78百万円となりました。これは主に既存店の改装などによる有形固定資産の

取得による支出が１億88百万円あったことなどによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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　財務活動の結果得られた資金は45百万円となりました。これは主に３億円の新規借入を実施したことと、長期借入

金の返済による支出が２億35百万円あったことなどによるものです。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第３四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３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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 （注）

計 2,400,000 2,400,000 － －

（注）権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数100株であります。

 

(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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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

単元株式数　　100株

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】

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10月１日～

平成20年12月31日
－ 2,400,000 － 793,600 － 520,533
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(5) 【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

 

(6) 【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 平成20年12月31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単元株式数　　100株

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12月31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

 
10月

 
11月

 
12月

最高（円） 1,000 1,040 1,090 1,080 1,129 1,270 1,160 1,199 1,150

最低（円） 880 922 988 1,000 1,020 1,080 1,025 1,000 1,001

　（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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 2,006,878 1,953,483

売掛金 70,026 56,866

商品 6,153,448 5,828,933

その他 412,255 472,310

流動資産合計 8,642,609 8,311,594

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,929,044 3,466,488

土地 2,558,423 2,558,423

その他（純額） 1,116,208 1,379,422

有形固定資産合計 ※1
 7,603,677

※1
 7,404,334

無形固定資産 497,065 466,628

投資その他の資産 ※2
 2,150,842

※2
 2,140,654

固定資産合計 10,251,584 10,011,617

資産合計 18,894,193 18,323,212

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,934,351 9,751,046

1年内返済予定の長期借入金 816,820 914,780

未払法人税等 81,000 93,253

引当金 42,500 92,558

その他 443,492 577,338

流動負債合計 12,318,163 11,428,977

固定負債

長期借入金 4,006,100 4,342,260

退職給付引当金 347,647 331,832

その他 24,964 16,756

固定負債合計 4,378,712 4,690,849

負債合計 16,696,875 16,119,826
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 856,928 856,959

自己株式 △60 △60

株主資本合計 2,171,002 2,171,033

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,002 32,352

評価・換算差額等合計 23,002 32,352

新株予約権 3,312 －

純資産合計 2,197,318 2,203,385

負債純資産合計 18,894,193 18,323,212
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(2) 【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 21,386,805

売上原価 15,213,056

売上総利益 6,173,749

販売費及び一般管理費 ※
 5,942,705

営業利益 231,043

営業外収益

受取利息 4,655

受取配当金 2,784

受取保険金 7,218

その他 4,771

営業外収益合計 19,429

営業外費用

支払利息 67,578

その他 7,733

営業外費用合計 75,311

経常利益 175,161

特別利益

固定資産売却益 26

賞与引当金戻入額 22,747

その他 5,092

特別利益合計 27,865

特別損失

固定資産除却損 7,651

減損損失 70,869

その他 3,179

特別損失合計 81,700

税引前四半期純利益 121,327

法人税、住民税及び事業税 123,241

法人税等調整額 △40,282

法人税等合計 82,958

四半期純利益 38,368
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 7,407,762

売上原価 5,259,445

売上総利益 2,148,317

販売費及び一般管理費 ※
 1,971,335

営業利益 176,982

営業外収益

受取利息 1,513

受取配当金 1,363

受取保険金 4,314

その他 1,219

営業外収益合計 8,410

営業外費用

支払利息 22,273

その他 1,058

営業外費用合計 23,332

経常利益 162,060

特別利益

投資有価証券売却益 5,092

特別利益合計 5,092

特別損失

固定資産除却損 1,336

特別損失合計 1,336

税引前四半期純利益 165,815

法人税、住民税及び事業税 65,194

法人税等調整額 13,636

法人税等合計 78,830

四半期純利益 86,985

EDINET提出書類

株式会社三洋堂書店(E03487)

四半期報告書

15/23



(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 121,327

減価償却費 595,554

減損損失 70,869

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,058

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,815

受取利息及び受取配当金 △7,439

支払利息 67,578

固定資産売却損益（△は益） △26

固定資産除却損 7,651

売上債権の増減額（△は増加） △13,159

たな卸資産の増減額（△は増加） △119,566

仕入債務の増減額（△は減少） 1,183,304

その他 28,567

小計 1,900,416

利息及び配当金の受取額 3,520

利息の支払額 △68,300

法人税等の支払額 △128,406

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,707,230

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 △960,355

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 △5,006

無形固定資産の取得による支出 △108,432

投資有価証券の取得による支出 △34,005

投資有価証券の売却による収入 24,352

その他 △1,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,084,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △734,120

配当金の支払額 △37,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △472,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,901

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 ※
 2,155,890
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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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、

それぞれ33,232千円減少しております。

　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ＴＶ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３四半期会計期

間末のたな卸資産が5,362千円増加したことにより、当第３四半期累計期間の営業利益、

経常利益及び税引前四半期純利益は同額増加しております。

 

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第３四半期累計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日）

棚卸資産の評価方法 　四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会

計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。
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【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期累計期間の売上高131,689千円、売上総利益113,679

千円、営業利益131,689千円が増加しておりますが、経常利益及び税引前四半期純利益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３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、5,213,674千円で

あります。　

※１　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。

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※２　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 投資その他の資産 12,740千円

 

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 2,043,692千円

賞与引当金繰入額 42,500千円　

退職給付費用 28,547千円　

地代家賃 1,066,181千円

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 670,457千円

賞与引当金繰入額 42,500千円　

退職給付費用 9,515千円　

地代家賃 354,456千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

現金及び預金勘定 2,006,878千円

流動資産「その他」（預け金） 149,011千円

現金及び現金同等物 2,155,890千円

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

12月31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　　　　3,312千円

４．配当に関する事項

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

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。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 914.19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３四半期会計期間末
（平成20年12月31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） 2,197,318 2,203,385

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） 3,312 －

（うち新株予約権）
（千円）

　
3,312 －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 （千円） 2,194,005 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株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 15.99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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 36.24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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

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

  
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益 (千円) 38,368 86,985

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利益 (千円) 38,368 86,985

期中平均株式数 (千株) 2,399 2,399

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり四半期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式で、前事業年

度末から重要な変更があったものの概

要

平成20年６月新株予約権（新株予約

権の数　500個）

なお、概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新株予約券等の

状況」に記載のとおりであります。 

平成20年６月新株予約権（新株予約

権の数　500個）

なお、概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新株予約券等の

状況」に記載のとおりであります。 

 

（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。
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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、支払を行っておりま

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21年２月９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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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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