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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成21年８月14日に提出した第33期第１四半期（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）四半期報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、四半期財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式のデー

タ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２【訂正事項】
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

第２　事業の状況

４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績の状況

第５　経理の状況

１　四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

(2）四半期損益計算書

(3）四半期キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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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】

　　（訂正前）

回次
第32期
第１四半期
累計(会計)期間

第33期
第１四半期
累計(会計)期間

第32期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高 (千円) 6,908,7776,627,07328,497,289

経常利益 (千円) 33,950 36,684 460,790

四半期（当期）純利益 (千円) 22,846 19,735 168,968

持分法を適用した場合の投
資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 793,600 793,600 793,600

発行済株式総数 (千株) 2,400 2,400 2,400

純資産額 (千円) 2,210,9842,342,2622,325,328

総資産額 (千円) 18,215,60417,841,96417,873,242

１株当たり純資産額 (円) 921.27 972.97 966.70

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 9.52 8.22 70.41

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) － 8.21 70.38

１株当たり配当額 (円) － －
17.00
(8.00)

自己資本比率 (％) 12.1 13.1 13.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 614,506△74,4931,540,377

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △613,461△90,649△1,233,770

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △279,312 263,841△668,060

現金及び現金同等物の四半
期末（期末）残高

(千円) 1,726,7201,742,2331,643,534

従業員数 (人) 304 318 321

　（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、連結会計年度に係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．第32期の第１四半期累計（会計）期間の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。第32期及び第33期第１四半期累計（会計）期間については、重要性が乏しいため記載を省略して

おります。

４．第32期の第１四半期累計（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、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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　　（訂正後）

回次
第32期
第１四半期
累計(会計)期間

第33期
第１四半期
累計(会計)期間

第32期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高 (千円) 6,908,7776,627,07328,497,289

経常利益 (千円) 33,950 11,003 460,790

四半期（当期）純利益 (千円) 22,846 3,576 168,968

持分法を適用した場合の投
資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 793,600 793,600 793,600

発行済株式総数 (千株) 2,400 2,400 2,400

純資産額 (千円) 2,210,9842,326,1032,325,328

総資産額 (千円) 18,215,60417,824,09217,873,242

１株当たり純資産額 (円) 921.27 966.24 966.70

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 9.52 1.49 70.41

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) － 1.49 70.38

１株当たり配当額 (円) － －
17.00
(8.00)

自己資本比率 (％) 12.1 13.0 13.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 614,506△74,4931,540,377

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △613,461△90,649△1,233,770

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △279,312 263,841△668,060

現金及び現金同等物の四半
期末（期末）残高

(千円) 1,726,7201,742,2331,643,534

従業員数 (人) 304 318 321

　（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、連結会計年度に係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．第32期の第１四半期累計（会計）期間の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。第32期及び第33期第１四半期累計（会計）期間については、重要性が乏しいため記載を省略して

おります。

４．第32期の第１四半期累計（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、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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第２【事業の状況】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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

　　（訂正前）

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出と生産の悪化に歯止めがかかりつつあるものの、雇用情勢と設備投資

については依然として厳しい状況が続いております。個人消費につきましても、エコカー減税やエコポイントなど、一部で

消費の喚起はみられるものの、雇用環境が改善されないなかで全体としての消費マインドは冷え込んだ状態が続いており

ます。

　このような状況のなかで、当社は、当第１四半期は既存店の営業力強化に注力し、レンタルコミックや中古本の買取・販

売など新規商材の既存店への導入を推進いたしました。特にレンタルコミックは、前事業年度末で22店であった導入店舗

を、当第１四半期会計期間末現在で72店舗とし、レンタル部門併設店舗74店舗のほぼ全店への導入をすることができまし

た。また、中古本、駄菓子、玩具などの新規商材については、４月に各務原店（岐阜県各務原市）、６月に長浜店（滋賀県長

浜市）の改装を実施し、導入いたしました。

　一方、業界環境は、書籍・ＣＤ・ゲームソフトなどで売上を牽引するヒット作に乏しく、厳しい状況で推移しました。

　以上の結果、売上高は66億27百万円（前年同四半期比4.1％減）、営業利益は43百万円（同20.0％減）、経常利益は36百万

円（同8.1％増）、四半期純利益は19百万円（同13.6％減）となりました。

（以下、省略）

 

　　（訂正後）

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出と生産の悪化に歯止めがかかりつつあるものの、雇用情勢と設備投資

については依然として厳しい状況が続いております。個人消費につきましても、エコカー減税やエコポイントなど、一部で

消費の喚起はみられるものの、雇用環境が改善されないなかで全体としての消費マインドは冷え込んだ状態が続いており

ます。

　このような状況のなかで、当社は、当第１四半期は既存店の営業力強化に注力し、レンタルコミックや中古本の買取・販

売など新規商材の既存店への導入を推進いたしました。特にレンタルコミックは、前事業年度末で22店であった導入店舗

を、当第１四半期会計期間末現在で72店舗とし、レンタル部門併設店舗74店舗のほぼ全店への導入をすることができまし

た。また、中古本、駄菓子、玩具などの新規商材については、４月に各務原店（岐阜県各務原市）、６月に長浜店（滋賀県長

浜市）の改装を実施し、導入いたしました。

　一方、業界環境は、書籍・ＣＤ・ゲームソフトなどで売上を牽引するヒット作に乏しく、厳しい状況で推移しました。

　以上の結果、売上高は66億27百万円（前年同四半期比4.1％減）、営業利益は17百万円（同67.6％減）、経常利益は11百万

円（同67.6％減）、四半期純利益は３百万円（同84.3％減）となりました。

（以下、省略）
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第５【経理の状況】

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

　　（訂正前）

  （単位：千円）

 
 

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成21年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,645,404 1,539,700

売掛金 48,016 62,445

有価証券 47,920 146,863

商品 5,573,411 5,727,194

貯蔵品 91,190 30,632

その他 369,355 338,589

流動資産合計 7,775,298 7,845,424

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,772,839 3,848,416

土地 2,682,690 2,558,423

その他（純額） 997,482 1,025,654

有形固定資産合計 ※１　7,453,012 ※１　7,432,495

無形固定資産 468,894 482,364

投資その他の資産 ※２　2,144,757 ※２　2,112,957

固定資産合計 10,066,665 10,027,817

資産合計 17,841,964 17,873,242
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  （単位：千円）

 
 

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成21年３月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,676,075 9,730,099

１年内返済予定の長期借入金 825,372 793,680

未払法人税等 18,984 266,240

賞与引当金 52,000 93,500

ポイント引当金 4,250 －

その他 447,350 448,885

流動負債合計 11,024,032 11,332,405

固定負債   

長期借入金 4,086,068 3,833,580

退職給付引当金 364,636 356,963

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,475,669 4,215,507

負債合計 15,499,701 15,547,913

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 985,665 987,529

自己株式 △165 △60

株主資本合計 2,299,634 2,301,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,340 18,425

評価・換算差額等合計 35,340 18,425

新株予約権 7,287 5,300

純資産合計 2,342,262 2,325,328

負債純資産合計 17,841,964 17,873,242
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　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
 

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成21年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,645,404 1,539,700

売掛金 48,016 62,445

有価証券 47,920 146,863

商品 5,547,731 5,727,194

貯蔵品 91,190 30,632

その他 377,164 338,589

流動資産合計 7,757,427 7,845,424

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,772,839 3,848,416

土地 2,682,690 2,558,423

その他（純額） 997,482 1,025,654

有形固定資産合計 ※１　7,453,012 ※１　7,432,495

無形固定資産 468,894 482,364

投資その他の資産 ※２　2,144,757 ※２　2,112,957

固定資産合計 10,066,665 10,027,817

資産合計 17,824,092 17,873,242
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  （単位：千円）

 
 

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成21年３月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,676,075 9,730,099

１年内返済予定の長期借入金 825,372 793,680

未払法人税等 17,272 266,240

賞与引当金 52,000 93,500

ポイント引当金 4,250 －

その他 447,350 448,885

流動負債合計 11,022,320 11,332,405

固定負債   

長期借入金 4,086,068 3,833,580

退職給付引当金 364,636 356,963

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,475,669 4,215,507

負債合計 15,497,989 15,547,913

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 969,506 987,529

自己株式 △165 △60

株主資本合計 2,283,475 2,301,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,340 18,425

評価・換算差額等合計 35,340 18,425

新株予約権 7,287 5,300

純資産合計 2,326,103 2,325,328

負債純資産合計 17,824,092 17,873,242

 

EDINET提出書類

株式会社三洋堂書店(E03487)

訂正四半期報告書

 9/15



（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

　　（訂正前）

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

売上高 6,908,777 6,627,073

売上原価 4,898,182 4,608,481

売上総利益 2,010,594 2,018,592

販売費及び一般管理費 ※　1,956,645 ※　1,975,427

営業利益 53,949 43,164

営業外収益   

受取利息 1,536 1,646

受取配当金 1,418 1,783

受取保険金 － 9,338

その他 2,847 2,116

営業外収益合計 5,802 14,885

営業外費用   

支払利息 23,117 20,238

その他 2,683 1,127

営業外費用合計 25,801 21,365

経常利益 33,950 36,684

特別利益   

固定資産売却益 26 －

賞与引当金戻入額 22,747 22,900

特別利益合計 22,773 22,900

特別損失   

固定資産除却損 240 3,329

特別損失合計 240 3,329

税引前四半期純利益 56,483 56,254

法人税、住民税及び事業税 16,489 13,071

法人税等調整額 17,147 23,447

法人税等合計 33,637 36,519

四半期純利益 22,846 19,735
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　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

売上高 6,908,777 6,627,073

売上原価 4,898,182 4,634,161

売上総利益 2,010,594 1,992,911

販売費及び一般管理費 ※　1,956,645 ※　1,975,427

営業利益 53,949 17,484

営業外収益   

受取利息 1,536 1,646

受取配当金 1,418 1,783

受取保険金 － 9,338

その他 2,847 2,116

営業外収益合計 5,802 14,885

営業外費用   

支払利息 23,117 20,238

その他 2,683 1,127

営業外費用合計 25,801 21,365

経常利益 33,950 11,003

特別利益   

固定資産売却益 26 －

賞与引当金戻入額 22,747 22,900

特別利益合計 22,773 22,900

特別損失   

固定資産除却損 240 3,329

特別損失合計 240 3,329

税引前四半期純利益 56,483 30,574

法人税、住民税及び事業税 16,489 11,359

法人税等調整額 17,147 15,638

法人税等合計 33,637 26,997

四半期純利益 22,846 3,576

 

EDINET提出書類

株式会社三洋堂書店(E03487)

訂正四半期報告書

11/15



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

　　（訂正前）

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 56,483 56,254

減価償却費 185,272 176,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 6,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,983 △41,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 905 7,673

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 4,250

受取利息及び受取配当金 △2,954 △3,430

支払利息 23,117 20,238

固定資産売却損益（△は益） △26 －

固定資産除却損 240 3,329

売上債権の増減額（△は増加） 5,423 14,428

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,910 93,225

仕入債務の増減額（△は減少） 462,121 △54,024

その他 △60,396 △86,343

小計 716,114 197,354

利息及び配当金の受取額 1,673 1,972

利息の支払額 △24,300 △21,707

法人税等の支払額 △78,980 △252,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 614,506 △74,493

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △522,484 △164,207

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 － △3,837

無形固定資産の取得による支出 △93,102 △8,042

その他 1,644 △14,561

投資活動によるキャッシュ・フロー △613,461 △90,649

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 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △261,670 △215,820

自己株式の取得による支出 － △105

配当金の支払額 △17,642 △20,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,312 263,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278,267 98,698

現金及び現金同等物の期首残高 2,004,988 1,643,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※　1,726,720 ※　1,742,233
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　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 56,483 30,574

減価償却費 185,272 176,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 6,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,983 △41,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 905 7,673

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 4,250

受取利息及び受取配当金 △2,954 △3,430

支払利息 23,117 20,238

固定資産売却損益（△は益） △26 －

固定資産除却損 240 3,329

売上債権の増減額（△は増加） 5,423 14,428

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,910 118,905

仕入債務の増減額（△は減少） 462,121 △54,024

その他 △60,396 △86,343

小計 716,114 197,354

利息及び配当金の受取額 1,673 1,972

利息の支払額 △24,300 △21,707

法人税等の支払額 △78,980 △252,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 614,506 △74,493

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △522,484 △164,207

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 － △3,837

無形固定資産の取得による支出 △93,102 △8,042

その他 1,644 △14,561

投資活動によるキャッシュ・フロー △613,461 △90,649

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 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △261,670 △215,820

自己株式の取得による支出 － △105

配当金の支払額 △17,642 △20,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,312 263,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278,267 98,698

現金及び現金同等物の期首残高 2,004,988 1,643,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※　1,726,720 ※　1,742,233
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【注記事項】

（１株当たり情報）

　　（訂正前）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

 

１株当たり純資産額 972.97円
　

 

１株当たり純資産額 966.70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１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額 (千円) 2,342,262 2,325,328

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) 7,287 5,300

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 (千円) 2,334,974 2,320,028

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

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

 

１株当たり四半期純利益金額 9.52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 8.22円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

8.21円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額    

四半期純利益 (千円) 22,846 19,735

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) 22,846 19,735

期中平均株式数 (千株) 2,399 2,399

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額    

四半期純利益調整額 (千円) － －

普通株式増加数 (千株) － 3

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

 － －
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　　（訂正後）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

 

１株当たり純資産額 966.24円
　

 

１株当たり純資産額 966.70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１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額 (千円) 2,326,103 2,325,328

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) 7,287 5,300

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 (千円) 2,318,815 2,320,028

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

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

 

１株当たり四半期純利益金額 9.52円
　

 

１株当たり四半期純利益金額 1.49円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

1.49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及び潜在株式調整後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。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額    

四半期純利益 (千円) 22,846 3,576

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) 22,846 3,576

期中平均株式数 (千株) 2,399 2,399

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額    

四半期純利益調整額 (千円) － －

普通株式増加数 (千株) － 3

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

 － －
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