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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33期
第２四半期
累計期間

第32期
第２四半期
会計期間

第33期
第２四半期
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
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９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) 13,979,04213,521,7037,070,2656,894,62928,497,289

経常利益又は経常損失

（△）
(千円) 13,101 10,650 △20,849 △353 460,790

当期純利益又は四半期純

損失（△）
(千円) △48,616 △8,239 △71,462 △11,816 168,968

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) － － 2,138,0572,318,0362,325,328

総資産額 (千円) － － 18,124,00317,168,17817,873,242

１株当たり純資産額 （円） － － 890.33 962.05 966.70

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）

（円） △20.26 △3.43 △29.78 △4.92 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） － － － － 70.38

１株当たり配当額 （円） 8.0 8.0 8.0 8.0 17.00

自己資本比率
（％）

　
－ － 11.8 13.4 13.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 836,613△244,349 － － 1,540,377

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △905,900△187,634 － － △1,233,770

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △517,451 59,202 － － △668,060

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
(千円) － － 1,418,2491,270,7521,643,534

従業員数 （人） － － 286 316 321

（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２四半期累計期間及び第２四半期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、第33期の第２四半期累計期間及び第２四半期会計期間につ

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２四半期累計期間及び第２四半期会計期間並びに第33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。また、主要な関係会社

における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 316 (987)

（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（パートタイマーは１日８時間換算人数、派遣社員は当四半期会計期間末における人数）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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比

 千円 ％

書店 3,064,963 91.2

文具 201,029 92.7

セルＡＶ 476,836 93.5

ＴＶゲーム 205,793 131.3

レンタル 779,991 95.6

その他 9,915 157.1

合計 4,738,530 93.5

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前年同四半期会計期間はその他へ含めておりました菓子、玩具の仕入は、当四半期会計期間より文具部門に

含めて比較しております。

３．その他は、中古本の仕入れによるものであります。

　

（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比

 千円 ％

書店 4,235,371 95.4

文具 291,679 109.2

セルＡＶ 659,984 94.2

ＴＶゲーム 255,791 116.1

レンタル 1,384,504 99.2

その他 67,296 144.2

合計 6,894,629 97.5

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前年同四半期会計期間はその他へ含めておりました菓子、玩具の売上は、当四半期会計期間より文具部門に

含めて比較しております。

３．その他は、自動販売機収入、受取手数料、賃貸収入、中古本の売上によるものであります。
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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
当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比 店舗数増減

　 　 千円 ％ 店舗

茨城県 （２店舗） 108,800 96.6 －

千葉県 （２店舗） 112,446 101.6 －

埼玉県 （１店舗） 63,122 112.3 －

長野県 （１店舗） 73,229 99.2 －

福井県 （１店舗） 63,967 341.7 －

愛知県 （29店舗） 2,524,194 96.0 －

岐阜県 （27店舗） 2,060,581 97.2 －

三重県 （11店舗） 745,557 101.4 －

滋賀県 （６店舗） 388,302 83.9 △1

京都府 （１店舗） 71,085 100.6 －

大阪府 （３店舗） 148,324 96.8 －

奈良県 （６店舗） 535,017 101.6 －

合　計 （90店舗） 6,894,629 97.5 △1

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．店舗数は当第２四半期会計期間末の店舗数を記載しております。また、店舗数増減につきましては前第２四

半期会計期間末の店舗数との比較であります。

　

２【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。 

　

３【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。

　

EDINET提出書類

株式会社三洋堂書店(E03487)

四半期報告書

 5/26



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　

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が持ち直しつつはあるものの、雇用情勢の悪化や夏の

ボーナス支給額が前年を下回る企業が少なくなかったことなどが個人消費を下押しし、景況感は厳しいままで推移

しました。

書店業界におきましても、昨年７月に発売された「ハリー・ポッターと死の秘宝」の反動に加え、全体的にヒッ

ト作が乏しく、また、天候不順の悪影響などからも客足が伸びず、厳しい状況が続きました。

このような状況のなかで、当社は７月に大ぐち店（愛知県丹羽郡大口町）を移転増床により出店し、９月には西

尾店（愛知県西尾市）を改装したほか、既存店への新規商材導入など営業力強化に積極的に取り組みました。

以上の結果、売上高は68億94百万円（前年同四半期比2.5％減）、営業利益は11百万円（前年同四半期会計期間は

0百万円）、経常損失は0百万円（同20百万円）、四半期純損失は11百万円（同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、推薦図書や仕掛け商品などでフェアコーナーを作り、積極的にアピールする売場作りを行いま

したが、書籍の話題作やヒット作が昨年に比べて少なかったことや、コミック分野で昨年は売上を牽引したメ

ディア関連の話題作があったことの反動などから売れ行きが伸びず、厳しい状況で推移しました。

この結果、書店部門の売上高は42億35百万円（前年同四半期比4.6％減）となりました。

（文具部門）

文具部門では、雑貨商品や駄菓子、玩具などの新規商材を取り込んでの売場展開店舗を引き続き拡大する一方

で、７月には「ドット入り罫線ノート」（東大ノート）フェアが好調であったほか、８月にはヘアアクセサリー

を新規商材として導入し、拡販につなげることができました。

この結果、文具部門の売上高は2億91百万円（同9.2％増）となりました。

（セルＡＶ部門）

セルＡＶ部門は、ＤＶＤにおいては、７月に発売された「崖の上のポニョ」について、全店で積極的に事前予約

獲得のためのプロモーション活動を行い、拡販を図りました。ＣＤは８月にコブクロの「ＣＡＬＬＩＮＧ」、９月

には絢香の「ａｙａｋａ’ｓ Ｈｉｓｔｏｒｙ ２００６－２００９」などのビッグタイトルが発売されたこと

もあり、回復基調となりましたが、厳しい市場環境が続くなか、昨年実績には届きませんでした。

この結果、セルＡＶ部門の売上高は6億59百万円（同5.8％減）となりました。

（ＴＶゲーム部門）

ＴＶゲーム部門では、タイトル不足の影響などから中古ゲーム分野では厳しい状況で推移する一方で、新品

ゲーム分野では、昨年からの売場拡張効果の影響や、７月に発売された「ドラゴンクエストⅨ」の影響などから

売り伸ばすことができました。

この結果、ＴＶゲーム部門の売上高は2億55百万円（同16.1％増）となりました。

（レンタル部門）

レンタル部門では、６月までにレンタル部門併設店のほぼ全店に導入が完了したレンタルコミックが好調に推

移し、部門全体の売上を押し上げる一方で、競合との価格競争の激化などからビジュアル分野では厳しい状況で

推移しました。

この結果、レンタル部門の売上高は13億84百万円（同0.8％減）となりました。

（その他）

中古本は、導入店舗を拡大し、前四半期会計期間末の４店舗から６店舗といたしました。同時に、買取専門コー

ナーの導入店舗は同じく９店舗から13店舗へと拡大しております。

この結果、その他の売上高は、自動販売機収入、受取手数料、賃貸収入などと合わせて67百万円（同44.2％増）

となりました。　
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（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、前事業年度末に比べ3億72百万

円減少し、当第２四半期会計期間末には12億70百万円となりました。

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）

営業活動の結果使用した資金は1億69百万円（前年同四半期会計期間は2億22百万円の獲得）となりました。こ

れは主に、仕入債務の減少が5億73百万円であったこと、たな卸資産の減少が1億64百万円であったこと、減価償却

費が1億84百万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96百万円（前年同四半期比66.8％減）となりました。これは主に新規出店に伴

う有形固定資産の取得による支出であります。

　

（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2億4百万円（同14.1％減）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　

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）

 大ぐち店

（愛知県丹羽郡大口町）
販売施設 39,4364,238 － 27,23970,914

3

(10)
平成21年７月

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。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21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月16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
単元株式数

100株　

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21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。　
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（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21年７月１日～

平成21年９月30日
－ 2,400,000 － 793,600 － 520,533

　

（５）【大株主の状況】

 平成21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 506,500 21.10

㈲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 73,673 3.06

㈱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 36,400 1.51

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 － 1,823,693 75.98

（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85株を所有しており、これを合わせて506,585株を保

有しております。また、三好彰も同様に80株を所有しており、これを合わせて36,480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21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） 普通株式　　　　100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　2,399,500　 23,995 －

単元未満株式 普通株式　　　　400　　　　 － －

発行済株式総数 2,400,000 － －

総株主の議決権 － 23,995 －

　

②【自己株式等】

 平成21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（％）

㈱三洋堂書店
名古屋市瑞穂区新

開町18番22号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

　

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21年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高（円） 1,220 1,200 1,200 1,305 1,450 1,599

最低（円） 1,130 1,139 1,050 1,180 1,251 1,400

（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。

なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第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）及び前第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

表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期

財務諸表については有限責任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。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。

　

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21年９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 1,248,838 1,539,700

売掛金 54,685 62,445

有価証券 － 146,863

商品 5,416,556 5,727,194

貯蔵品 58,009 30,632

その他 371,010 338,589

流動資産合計 7,149,101 7,845,424

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,733,623 3,848,416

土地 2,682,690 2,558,423

その他（純額） 944,681 1,025,654

有形固定資産合計 ※1
 7,360,995

※1
 7,432,495

無形固定資産 517,476 482,364

投資その他の資産 ※2
 2,140,604

※2
 2,112,957

固定資産合計 10,019,076 10,027,817

資産合計 17,168,178 17,873,242
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９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 9,102,685 9,730,099

1年内返済予定の長期借入金 807,072 793,680

未払法人税等 71,633 266,240

賞与引当金 115,591 93,500

ポイント引当金 12,700 －

その他 440,412 448,885

流動負債合計 10,550,094 11,332,405

固定負債

長期借入金 3,901,050 3,833,580

退職給付引当金 374,032 356,963

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,300,047 4,215,507

負債合計 14,850,141 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 957,690 987,529

自己株式 △165 △60

株主資本合計 2,271,658 2,301,602

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 37,102 18,425

評価・換算差額等合計 37,102 18,425

新株予約権 9,275 5,300

純資産合計 2,318,036 2,325,328

負債純資産合計 17,168,178 17,873,242
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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）

前第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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 13,979,042 13,521,703

売上原価 9,953,610 9,510,118

売上総利益 4,025,431 4,011,584

販売費及び一般管理費 ※
 3,971,370

※
 3,982,973

営業利益 54,061 28,611

営業外収益

受取利息 3,141 3,302

受取配当金 1,420 1,912

受取保険金 2,903 14,667

その他 3,552 6,036

営業外収益合計 11,018 25,917

営業外費用

支払利息 45,304 41,627

その他 6,674 2,251

営業外費用合計 51,978 43,878

経常利益 13,101 10,650

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 6,315 4,016

減損損失 70,869 1,748

その他 3,179 －

特別損失合計 80,363 5,765

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △44,488 27,784

法人税、住民税及び事業税 58,047 60,042

法人税等調整額 △53,919 △24,017

法人税等合計 4,127 36,024

四半期純損失（△） △48,616 △8,239
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 7,070,265 6,894,629

売上原価 5,055,428 4,875,956

売上総利益 2,014,837 2,018,672

販売費及び一般管理費 ※
 2,014,724

※
 2,007,545

営業利益 112 11,126

営業外収益

受取利息 1,605 1,655

受取配当金 2 128

受取保険金 1,841 5,329

その他 1,767 3,919

営業外収益合計 5,216 11,032

営業外費用

支払利息 22,187 21,389

その他 3,990 1,123

営業外費用合計 26,177 22,512

経常損失（△） △20,849 △353

特別損失

固定資産除却損 6,074 687

減損損失 70,869 1,748

その他 3,179 －

特別損失合計 80,122 2,436

税引前四半期純損失（△） △100,972 △2,789

法人税、住民税及び事業税 41,557 48,682

法人税等調整額 △71,066 △39,656

法人税等合計 △29,509 9,026

四半期純損失（△） △71,462 △11,816
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△44,488 27,784

減価償却費 385,762 361,370

減損損失 70,869 1,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） 953 6,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,507 22,091

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,665 17,069

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 12,700

受取利息及び受取配当金 △4,562 △5,214

支払利息 45,304 41,627

固定資産売却損益（△は益） △26 －

固定資産除却損 6,315 4,016

売上債権の増減額（△は増加） 7,571 7,759

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,187 283,259

仕入債務の増減額（△は減少） 422,244 △627,414

その他 △28,734 △105,503

小計 958,568 47,796

利息及び配当金の受取額 1,967 2,297

利息の支払額 △44,839 △42,041

法人税等の支払額 △79,084 △252,402

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,613 △244,349

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 △771,572 △244,697

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 △5,047

無形固定資産の取得による支出 △97,664 △38,015

投資有価証券の取得による支出 △11,793 －

その他 △22,054 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,900 △187,634

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 △498,340 △419,138

自己株式の取得による支出 － △105

配当金の支払額 △19,111 △21,554

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,451 59,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △586,738 △372,781

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 ※
 1,418,249

※
 1,270,752
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【表示方法の変更】

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期貸借対照表関係）

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前第２四半期会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりまし

た「貯蔵品」は、当第２四半期会計期間では区分掲記することとしました。

なお、前第２四半期会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「貯蔵品」の金額は32,251千円であります。

２．前第２四半期会計期間において、流動負債の「引当金」として表示しておりました「賞与引当金」は、当第２四半期

会計期間では「ポイント引当金」を計上することとしたことに伴い、「賞与引当金」として区分掲記することといた

しました。

なお、前第２四半期会計期間の「賞与引当金」の金額は、109,065千円であります。

　

【追加情報】

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（ポイント引当金）

当社では、ポイントカード会員に対して、購入金額に応じてポイントを付与するサービスを前事業年度より数店舗で実

験的に運用しておりますが、全店舗への導入を決定し、その金額的重要性が高まることが予想されることから、第１四半

期会計期間より、将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上することといたしました。

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ12,700

千円減少しております。

　

【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21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、5,629,581千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、5,337,413千円で

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

投資その他の資産 25,740　千円

※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 19,240　千円
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（四半期損益計算書関係）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※　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

ポイント引当金繰入額 12,700千円

貸倒引当金繰入額 6,500千円

給与手当 1,382,684千円

賞与引当金繰入額 115,591千円　

退職給付費用 19,228千円　

地代家賃 707,020千円

　

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21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。

※　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

ポイント引当金繰入額 10,288千円

給与手当 691,947千円

賞与引当金繰入額 63,591千円　

退職給付費用 9,614千円　

地代家賃 354,129千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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21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

　

現金及び預金勘定 1,248,838千円

流動資産「その他」（預け金） 21,914千円

現金及び現金同等物 1,270,752千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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 160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　 9,275千円

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21年６月24日

定時株主総会
普通株式 21,599 9 平成21年３月31日平成21年６月25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21年11月13日

取締役会
普通株式 19,198 8  平成21年９月30日 平成21年12月７日利益剰余金

　

（有価証券関係）

会社の事業の運営において、重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

（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）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

（ストック・オプション等関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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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21年９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 962.05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２四半期会計期間末
（平成21年９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） 2,318,036 2,325,328

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） 9,275 5,300

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 （千円） 2,308,761 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株当たり四半期純損失金額

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △20.26円 １株当たり四半期純損失金額 △3.43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。

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。

  
前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純損失（△） （千円） △48,616 △8,239

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 △8,239

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動があったものの概要

－ －
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前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △29.78円 １株当たり四半期純損失金額 △4.92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。

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。

  
前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純損失（△） （千円） △71,462 △11,816

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） △71,462 △11,816

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動があったものの概要

－ －
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（重要な後発事象）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当社は、平成21年６月24日開催の第32回定時株主総会及び平成21年９月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成21年

10月１日付で、以下のとおり当社取締役に対してストックオプションとして新株予約権を付与いたしました。

（1）新株予約権の割当ての対象者

当社取締役　６名

（2）新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式　50,000株

（3）発行する新株予約権の総数

500個

（4）新株予約権の払込金額

１株当たり　448円

なお、各取締役は、新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。

（5）新株予約権の割当日

平成21年10月１日

（6）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　155,500円

（１株当たり　　　　　　1,555円）

（7）新株予約権の行使期間

自　平成23年10月１日　至　平成26年９月30日

　

（リース取引関係）

該当事項はありません。

　

２【その他】

平成21年11月13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）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・　19,198千円

（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21年12月７日

（注）　平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

  
平成21年11月９日

　

株式会社三洋堂書店   

取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ　 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 水野　信勝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　克彦　　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21年４月１日から平成22年３月31日までの第33期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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