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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33期
第２四半期
累計期間

第34期
第２四半期
累計期間

第33期
第２四半期
会計期間

第34期
第２四半期
会計期間

第33期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高 (千円) 13,521,70313,453,2216,894,6296,810,64827,975,311

経常利益又は経常損失

（△）
(千円) 10,650 138,928 △353 56,350 508,488

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）
(千円) △8,239 △83,537 △11,816 18,412 46,116

持分法を適用した場合の投

資利益
(千円) － － － － －

資本金 (千円) － － 793,6001,200,1001,200,100

発行済株式総数 (千株) － － 2,400 2,900 2,900

純資産額 (千円) － － 2,318,0362,883,9582,968,664

総資産額 (千円) － － 17,168,17818,446,18317,661,058

１株当たり純資産額 （円） － － 962.05 1,024.981,061.15

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）

（円） △3.43 △30.03 △4.92 6.61 18.35

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － － 6.57 18.24

１株当たり配当額 （円） 8.0 8.0 8.0 8.0
17.00

(8.00)

自己資本比率 （％） － － 13.4 15.5 16.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △244,349 504,709 － － 269,490

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △187,634△505,879 － － △138,796

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 59,202 174,183 － － 140,897

現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高
(千円) － － 1,270,7522,088,1381,915,125

従業員数 （人） － － 316 309 318

（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．持分法を適用した場合の投資利益は、第33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。第34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、関連会社がないため記載しておりません。

４．第33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34期の第２四半期累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22年９月30日現在

従業員数（人） 309 (965)

（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

小売事業（千円） 4,663,950 98.4

サービス販売事業（千円） 6,216 99.4

合計（千円） 4,670,166 98.4

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

小売事業（千円） 6,757,438 98.7

サービス販売事業（千円） 53,209 107.2

合計（千円） 6,810,648 98.8

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

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。
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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、急激な円高による企業収益の悪化に対する懸念や、依然として残

る雇用状況への不安などから、先行きへの不透明感は拭えず、個人消費を取り巻く環境も厳しいまま推移しており

ます。

書店業界におきましては、ＴＶやマスコミなどで話題となり、注目を集めた一部の商品を除き売れ行きは総じて

鈍く、全体としては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月に豊さと店（滋賀県犬上郡豊郷町）を移転増床したほか、８月には知立店

（愛知県知立市）を増床し、既存店舗の大型化と複合化を進め営業力の強化を進める一方で、７月には三洋堂書店

犬山ディストリビューションセンター（愛知県犬山市）の稼動を開始し、物流と商品処理の集中化を図り、効率化

と生産性の向上に取り組んでまいりました。

以上の結果、売上高は68億10百万円（前年同四半期比1.2％減）、営業利益は71百万円（同539.4％増）、経常利益

は56百万円（前年同四半期会計期間は経常損失0百万円）、四半期純利益は18百万円（同四半期純損失11百万円）

となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

①　小売事業

小売事業では、主力の書店部門ではコミックや婦人実用関連書などの話題作を中心に好調な売れ行きを示しま

したが、昨年に比べ新譜タイトルの弱かったセルＡＶ部門や、同じくタイトル不足であったＴＶゲーム部門で売

上が伸び悩んだほか、レンタル部門では低価格での競合状況が続いていることなどから全体では67億57百万円

（前年同四半期比1.3％減）となりました。　

（書店部門）

書店部門では、コミックで人気商品「ワンピース」の新刊発売があったほか、メディア関連商品を中心に売

上を伸ばしました。また、有名ブランドのバッグなどの付録が付いたいわゆる「ブランドムック」が好調な売

れ行きを示したほか、美容・ダイエット関連本でも話題作の拡販を行うことができました。

以上の結果、書店部門の売上高は43億59百万円（同2.9％増）となりました。

（文具部門）

文具部門では、ＣＤ－Ｒなどのブランクメディア関連商品の売れ行きが鈍ってきている一方で、文房具では、

季節商品を中心に順調に推移しました。

また、キッズタウン（菓子・玩具）では、新店を含めて取扱店舗数の増加や新規商品の投入などで順調に売

上を伸ばしました。

以上の結果、文具部門の売上高は3億1百万円（同3.4％増）となりました。

（セルＡＶ部門）

セルＡＶ部門は、オーディオ分野ではほぼ昨年並みに推移しましたが、ビジュアル分野では昨年「崖の上の

ポニョ」や「関ジャニライブ」などのビッグタイトルが相次いで発売されたことへの反動などから厳しく推

移しました。

以上の結果、セルＡＶ部門の売上高は6億33百万円（同4.0％減）となりました。

（ＴＶゲーム部門）

ＴＶゲーム部門では、昨年の「ドラゴンクエストⅨ」（ＤＳ）や「モンスターハンター３」（Ｗｉｉ）など

の話題作に匹敵する商品がなく新品、中古品ともに伸び悩みました。

以上の結果、ＴＶゲーム部門の売上高は2億51百万円（同1.5％減）となりました。

（レンタル部門）

レンタル部門では８月以降、低価格での競合がさらに進み厳しい状況が続いております。また、商品面では

「アリス・イン・ワンダーランド」や「第９地区」などの話題作がありましたが、海外ＴＶドラマシリーズが

好調であった昨年実績を埋めるまでには至りませんでした。

以上の結果、レンタル部門の売上高は11億59百万円（同16.2％減）となりました。

（古本部門）

古本部門は、導入店舗数を11店舗としたほか、買取専門コーナー導入店舗数を27店舗としており、買取冊数、

売上高ともに昨年から大きく伸ばしました。

以上の結果、古本部門の売上高は、51百万円（同190.3％増）となりました。
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②　サービス販売事業

自動販売機収入、不動産の賃貸収入等のサービス販売事業の売上高は53百万円（同7.2％増）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83百万円（前年同四半期比50.7％減）となりました。これは主に、減価償却費

が1億79百万円、賞与引当金の増加額が56百万円、たな卸資産の減少額が39百万円であった一方で、仕入債務の減

少が4億19百万円であったことによるものです。

　

（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1億86百万円（同91.9％増）となりました。これは主に改装に伴う有形固定資

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）

財務活動の結果獲得した資金は4億14百万円（前年同四半期会計期間は2億4百万円の使用）となりました。こ

れは主に長期借入れによる収入が6億円、長期借入金の返済による支出が1億93百万円であったことによるもので

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

①　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)

セグメント

の名称

設備の内
容

帳簿価額（千円）
従業員数
(人)

完了
年月建物 構築物

土地
(面積㎡)

その他 合計

豊さと店

（滋賀県犬上郡

豊郷町）

小売事業

サービス販

売事業

販売施設 19,251835
－

（－）
17,68037,767

3

(13)　

平成22年

７月　

知立店

（愛知県知立市)

小売事業

サービス販

売事業

販売施設 60,3813,963
－

（－）
13,94278,288

3

(10)　

平成22年

８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（パートタイマーは１日８時間換算人数）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。

　

②　当第２四半期会計期間において、除却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）

セグメントの名称 設備の内容
帳簿価額
（千円）　

完了年月
減少売場面積
（㎡）　

五個荘店　
（滋賀県東近江市）

小売事業

サービス販売事業
販売施設　 0 平成22年７月 458.35

豊郷店　
（滋賀県犬上郡豊郷町)

小売事業

サービス販売事業
販売施設　 0 平成22年７月 493.44

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．五個荘店につきましては平成18年３月期に、豊郷店につきましては平成17年３月期において減損処理済であ

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、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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12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 2,900,000 2,900,000
大阪証券取引所ＪＡＳＤ

ＡＱ（スタンダード）

単元株式数

100株　

計 2,900,000 2,900,000 － －

　

（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22年９月30日）

新株予約権の数（個） 396

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） 39,600

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 （注）１

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 （注）２
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平成21年６月24日定時株主総会決議（平成21年９月15日取締役会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22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） 1,555

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

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　　　1,555

資本組入額　　　778

新株予約権の行使の条件 （注）１

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 （注）２

　

平成22年６月24日定時株主総会決議及び平成22年８月13日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 170

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） 17,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,784

新株予約権の行使期間
自　平成24年９月１日

至　平成27年８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　　　1,784

資本組入額　　　892

新株予約権の行使の条件 （注）１

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 （注）２

（注）１．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。　

２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存
する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に基づき、組織
再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号のイから
ホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。　
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数
と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
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②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権について定められた要領に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調
整した再編後の払込金額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 
新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。 

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（５）【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22年７月１日～

平成22年９月30日
－ 2,900,000 － 1,200,100 － 927,033

　

（６）【大株主の状況】

 平成22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 864,000 29.79

加藤　和裕 名古屋市千種区 404,800 13.95

㈱トーハン 東京都新宿区東五軒町６番24号 280,900 9.68

㈱トーハン・メディア・ウェイブ 東京都港区新橋６丁目20番８号 270,000 9.31

㈲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 4.41

三洋堂書店従業員持株会 名古屋市瑞穂区新開町18番22号 73,646 2.53

加藤　光子 名古屋市名東区 50,000 1.72

加藤　一太郎 名古屋市名東区 47,120 1.62

朝倉　潤真 愛知県日進市 33,500 1.15

三好　　彰 愛知県丹羽郡扶桑町 31,200 1.07

計 － 2,183,166 75.28

（注）１．三好彰は、上記以外に三洋堂書店役員持株会の名義により38株を所有しており、これを合わせて31,238株を
保有しております。

２．株式会社トーハンは、上記以外に三洋堂書店取引先持株会の名義により6,137株を所有しており、これを合わ
せて287,037株を保有しております。

３．上記のほか、自己株式が109,859株あります。 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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　　109,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　2,789,800　 27,898 －

単元未満株式 普通株式　　　　400　　　　 － －

発行済株式総数 2,900,000 － －

総株主の議決権 － 27,898 －

　

②【自己株式等】

 平成22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
109,800 － 109,800 3.78

計 － 109,800 － 109,800 3.78

　

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22年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高（円） 1,779 1,750 1,680 1,772 1,750 1,810

最低（円） 1,676 1,620 1,542 1,500 1,620 1,600

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第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

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び前第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

表並びに当第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について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。

　

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、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22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,030,304 1,891,936

売掛金 56,880 66,084

商品 5,509,411 5,569,284

貯蔵品 53,052 34,105

その他 379,735 246,196

流動資産合計 8,029,383 7,807,608

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,879,774 3,559,856

土地 2,780,591 2,780,591

その他（純額） 919,756 825,039

有形固定資産合計 ※1
 7,580,122

※1
 7,165,487

無形固定資産 597,377 558,049

投資その他の資産 ※2
 2,239,299

※2
 2,129,913

固定資産合計 10,416,799 9,853,450

資産合計 18,446,183 17,661,058

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,057,749 8,984,823

1年内返済予定の長期借入金 878,568 823,968

未払法人税等 115,433 101,778

賞与引当金 104,495 70,857

ポイント引当金 65,450 43,530

資産除去債務 2,000 －

その他 587,071 547,804

流動負債合計 10,810,767 10,572,761

固定負債

長期借入金 3,852,332 3,718,816

退職給付引当金 359,136 375,851

資産除去債務 515,024 －

その他 24,964 24,964

固定負債合計 4,751,457 4,119,632

負債合計 15,562,224 14,692,393
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,200,100 1,200,100

資本剰余金 927,033 927,033

利益剰余金 881,004 992,846

自己株式 △189,398 △207,165

株主資本合計 2,818,740 2,912,815

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 41,105 36,998

評価・換算差額等合計 41,105 36,998

新株予約権 24,112 18,850

純資産合計 2,883,958 2,968,664

負債純資産合計 18,446,183 17,661,058
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 13,521,703 13,453,221

売上原価 9,510,118 9,375,259

売上総利益 4,011,584 4,077,962

販売費及び一般管理費 ※
 3,982,973

※
 3,910,825

営業利益 28,611 167,136

営業外収益

受取利息 3,302 3,242

受取配当金 1,912 1,846

受取保険金 14,667 3,562

その他 6,036 3,918

営業外収益合計 25,917 12,568

営業外費用

支払利息 41,627 38,511

その他 2,251 2,265

営業外費用合計 43,878 40,776

経常利益 10,650 138,928

特別利益

固定資産売却益 － 631

賞与引当金戻入額 22,900 －

償却債権取立益 － 6,200

特別利益合計 22,900 6,831

特別損失

固定資産除却損 4,016 1,375

減損損失 1,748 2,256

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 222,921

その他 － 13,317

特別損失合計 5,765 239,870

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 27,784 △94,111

法人税、住民税及び事業税 60,042 107,653

法人税等調整額 △24,017 △118,227

法人税等合計 36,024 △10,574

四半期純損失（△） △8,239 △83,537
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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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 6,894,629 6,810,648

売上原価 4,875,956 4,742,802

売上総利益 2,018,672 2,067,845

販売費及び一般管理費 ※
 2,007,545

※
 1,996,702

営業利益 11,126 71,142

営業外収益

受取利息 1,655 1,701

受取配当金 128 －

受取保険金 5,329 2,388

その他 3,919 1,998

営業外収益合計 11,032 6,088

営業外費用

支払利息 21,389 19,054

その他 1,123 1,826

営業外費用合計 22,512 20,881

経常利益又は経常損失（△） △353 56,350

特別利益

固定資産売却益 － 585

償却債権取立益 － 6,200

特別利益合計 － 6,785

特別損失

固定資産除却損 687 84

減損損失 1,748 2,256

投資有価証券評価損 － 5,186

保証金償却 － 3,000

特別損失合計 2,436 10,527

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △2,789 52,607

法人税、住民税及び事業税 48,682 72,992

法人税等調整額 △39,656 △38,797

法人税等合計 9,026 34,195

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,816 18,412
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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
（△）

27,784 △94,111

減価償却費 361,370 344,435

減損損失 1,748 2,256

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,091 33,638

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,069 △16,715

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,500 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12,700 21,920

受取利息及び受取配当金 △5,214 △5,088

支払利息 41,627 38,511

固定資産除却損 4,016 1,375

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 222,921

売上債権の増減額（△は増加） 7,759 9,204

たな卸資産の増減額（△は増加） 283,259 40,926

仕入債務の増減額（△は減少） △627,414 72,925

その他 △105,503 △44,217

小計 47,796 627,982

利息及び配当金の受取額 2,297 2,140

利息の支払額 △42,041 △38,457

法人税等の支払額 △252,402 △86,956

営業活動によるキャッシュ・フロー △244,349 504,709

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 △244,697 △322,086

有形固定資産の除却による支出 △5,047 △8,337

無形固定資産の取得による支出 △38,015 △130,495

子会社株式の取得による支出 － △40,000

その他 126 △4,959

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,634 △505,879

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 500,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △419,138 △411,884

自己株式の取得による支出 △105 △162

配当金の支払額 △21,554 △25,106

ストックオプションの行使による収入 － 11,336

財務活動によるキャッシュ・フロー 59,202 174,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △372,781 173,012

現金及び現金同等物の期首残高 1,643,534 1,915,125

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,270,752

※
 2,088,138
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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22年４月１日
至　平成22年９月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

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それぞれ17,348千円

減少し、税引前四半期純損失は234,184千円増加しております。また、当会計基準等の

適用開始による資産除去債務の変動額は494,859千円であります。

　

【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22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、6,223,945千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、5,842,506千円で

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 6,500　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 6,500　千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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。

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

ポイント引当金繰入額 54,236千円

給与手当 1,364,171千円

賞与引当金繰入額 104,495千円　

退職給付費用 19,501千円　

地代家賃 666,296千円

　

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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。

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

ポイント引当金繰入額 26,697千円

給与手当 680,317千円

賞与引当金繰入額 56,997千円　

退職給付費用 9,930千円　

地代家賃 333,156千円
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（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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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21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22年９月30日現在）

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

　

現金及び預金勘定 2,030,304千円

流動資産「その他」（預け金） 57,834千円

現金及び現金同等物 2,088,138千円

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,900,000株

２．自己株式の種類及び株式数　

普通株式 109,859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　 24,112千円

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22年６月24日

定時株主総会
普通株式 25,018 9 平成22年３月31日平成22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22年11月５日

取締役会
普通株式 22,321 8  平成22年９月30日 平成22年12月６日利益剰余金

　

（金融商品関係）

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

（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。
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（持分法損益等）

前第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）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　

（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22年７月１日　至　平成22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22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 ２名、当社従業員36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　17,000株

 付与日 平成22年９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24年９月１日　至平成27年８月31日

 権利行使価格（円） 1,784

 付与日における公正な評価単価（円） 452

　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

（注）第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、第１四半期会計期間の期首における

残高と比較しております。

　

EDINET提出書類

株式会社三洋堂書店(E03487)

四半期報告書

20/27



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本、文具・雑貨、菓子、玩具、音楽ソフト、映像ソフト、ゲームソフト等の小売販売及び映像ソフト・

音楽ソフト、コミックのレンタルを主とする小売事業を中心に、自動販売機収入や不動産賃貸、フランチャイ

ズ事業等その他の付随するサービス販売事業を営んでおり、「小売事業」及び「サービス販売事業」の２つ

を報告セグメントとしております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日） （単位：千円）

 小売事業 サービス販売事業 合計

売上高 　  　

外部顧客への売上高 13,352,018 101,203 13,453,221

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計　 13,352,018 101,203 13,453,221

セグメント利益 208,327 83,517 291,845

　

当第２四半期会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日） （単位：千円）

 小売事業 サービス販売事業 合計

売上高 　  　

外部顧客への売上高 6,757,438 53,209 6,810,648

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計　 6,757,438 53,209 6,810,648

セグメント利益 86,212 44,320 130,532

　

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　 （単位：千円） 　

利益 金額 　

報告セグメント計 291,845 　

全社費用（注） △124,709 　

四半期損益計算書の営業利益 167,136 　

　

当第２四半期会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　 （単位：千円） 　

利益 金額 　

報告セグメント計 130,532 　

全社費用（注） △59,389 　

四半期損益計算書の営業利益 71,142 　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　　
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「小売事業」セグメントにおいて、中津川店（岐阜県中津川市）について減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期会計期間において、2,256千円であります。

　

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。　

　

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

　

（追加情報）

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適

用しております。　

　

（賃貸等不動産関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

（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22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,024.98円 １株当たり純資産額 1,061.15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22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額 （千円） 2,883,958 2,968,664

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） 24,112 18,850

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 （千円） 2,859,845 2,949,814

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） 2,790 2,779

　
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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △3.43円 １株当たり四半期純損失金額 △30.03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。
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（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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 　 　

四半期純損失（△） （千円） △8,239 △83,537　

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） △8,239 △83,537　

期中平均株式数 （千株） 2,399 2,782

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

－ 平成22年新株予約権

（新株予約権の数　170個）

なお、概要は「第４提出会

社の状況、１株式等の状況、

（２）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであり

ます。

　

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △4.92円 １株当たり四半期純利益金額 6.61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。

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
6.57円

（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損

失金額
 　

四半期純利益又は四半期純損失（△） （千円） △11,816 18,412　

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又は四半期純損

失（△）
（千円） △11,816 18,412　

期中平均株式数 （千株） 2,399 2,784　

   　

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） － 18

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22年新株予約権

（新株予約権の数　170個）

なお、概要は「第４提出会

社の状況、１株式等の状況、

（２）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであり

ます。
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（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22年11月５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・・・・・・・・・・・・・・・・・　22,321千円

（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22年12月６日

（注）　平成22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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

  
平成22年11月８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22年４月１日から平成23年３月31日までの第34期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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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