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1. 平成26年8月期第3四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成26年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年8月期第3四半期 25,387 △4.0 △62 ― △44 ― △104 ―
25年8月期第3四半期 26,432 △4.0 28 △86.9 62 △72.9 △152 ―

（注）包括利益 26年8月期第3四半期 △121百万円 （―％） 25年8月期第3四半期 △107百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年8月期第3四半期 △7.77 ―
25年8月期第3四半期 △11.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年8月期第3四半期 26,699 2,026 7.4 88.35
25年8月期 25,522 2,225 8.2 96.17
（参考）自己資本 26年8月期第3四半期 1,977百万円 25年8月期 2,082百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年8月期 ― 0.00 ―
26年8月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 33,600 △2.9 30 ― 60 ― 20 ― 1.02



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表時現在における仮定を前提とし
ています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年8月期3Q 14,004,715 株 25年8月期 14,004,715 株
② 期末自己株式数 26年8月期3Q 27,913 株 25年8月期 27,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期3Q 13,976,802 株 25年8月期3Q 13,976,802 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により弱い動き

がみられるものの、次第にその影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩やかに回復していくことが期待

されております。 

 ただし、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっており、景気の先行きは依然として不透明

な状況が続いております。 

 このような状況下において、当社グループにおきましては、雑誌を購入すると、購入内容の雑誌がスマートフォ

ン、タブレット等で、無料でデータを閲覧できるサービス「空飛ぶ本棚」をスタートさせました。このサービス

は、各出版社の協力を得ながら、雑誌の増売の強力な武器にすべく取組みを開始させ、「空飛ぶ本棚」の対象雑誌

の販売強化を進めてまいります。  

また、当社オリジナル特典の配布等による予約販売や、顧客への情報提供を強化することにより、新刊書籍の増売

を図るとともに、店舗運営の効率強化による経費の削減に努めてまいりました。 

 新規出店及びリニューアルにつきましても積極的に取り組み、品揃えを強化することによって、集客力及び収益

性の向上を図ってまいりました。新規店は、アニメガ町田店、アニメガ新宿アルタ店、河辺とうきゅう店、ＪＯＹ

梅田店、ＪＯＹ天神ロフト店、ＣＡ江田駅店、ＣＡ浦安駅店の７店舗を出店いたしました。 

 また、横浜北山田店、まるひろ南浦和店、西台店、大船モール店、アニメガ静岡109店、アニメガ新宿アルタ

店、茂原店、伊勢原とうきゅう店、琴似駅前店、Ｒ４１２店の10店舗のリニューアルを行いました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は25,387百万円（前年同四半期比4.0％減）、営業

損失は62百万円（前年同四半期は営業利益28百万円）、経常損失は44百万円（前年同四半期は経常利益62百万

円）、四半期純損失は104百万円（前年同四半期は四半期純損失152百万円）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産は、26,699百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,176百万円増

加いたしました。主な要因は、現金及び預金が136百万円、商品が1,277百万円増加した一方、長期未収入金が212

百万円減少したことなどによるものです。  

 負債は24,673百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,375百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形

及び買掛金が11百万円、長期借入金が1,610百万円、社債が265百万円増加した一方、短期借入金が481百万円減少

したことなどによるものです。 

 純資産は2,026百万円となり、前連結会計年度末に比べて198百万円減少いたしました。主な要因は、利益剰余金

が104百万円減少したことなどによるものです。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年10月15日に公表しました26年８月期の連結業績予想につきましては、平成26年４月10日に修正を行って 

おります。詳細については、平成26年４月10日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,489,069 1,625,259 

受取手形及び売掛金 1,086,343 1,157,766 

商品 13,145,063 14,422,797 

貯蔵品 12,538 10,495 

繰延税金資産 35,979 41,400 

1年内回収予定の長期貸付金 52,053 46,700 

その他 372,066 398,603 

流動資産合計 16,193,114 17,703,023 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 853,911 834,009 

土地 2,740,444 2,740,444 

その他（純額） 684,573 719,239 

有形固定資産合計 4,278,928 4,293,693 

無形固定資産   

リース資産 17,966 10,616 

ソフトウエア 9,334 19,018 

電話加入権 32,478 32,478 

無形固定資産合計 59,779 62,113 

投資その他の資産   

投資有価証券 256,969 255,969 

長期貸付金 698,171 666,343 

差入保証金 3,440,693 3,388,191 

繰延税金資産 406,630 363,019 

長期未収入金 261,836 49,795 

その他 163,114 146,979 

貸倒引当金 △255,647 △250,477 

投資その他の資産合計 4,971,768 4,619,822 

固定資産合計 9,310,476 8,975,628 

繰延資産 19,212 21,021 

資産合計 25,522,804 26,699,673 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,169,584 7,180,946 

短期借入金 2,555,000 2,074,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,962,540 3,764,258 

1年内償還予定の社債 680,000 850,000 

賞与引当金 14,240 33,350 

その他 894,026 894,170 

流動負債合計 14,275,391 14,796,725 

固定負債   

社債 1,460,000 1,555,000 

長期借入金 6,162,062 6,970,941 

退職給付引当金 721,185 718,921 

繰延税金負債 185,413 185,963 

その他 493,537 445,627 

固定負債合計 9,022,198 9,876,453 

負債合計 23,297,590 24,673,178 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,035,538 2,035,538 

資本剰余金 3,076,788 3,076,788 

利益剰余金 △3,024,328 △3,128,647 

自己株式 △18,215 △18,215 

株主資本合計 2,069,782 1,965,463 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,428 11,811 

その他の包括利益累計額合計 12,428 11,811 

新株予約権 16,428 16,428 

少数株主持分 126,575 32,791 

純資産合計 2,225,214 2,026,494 

負債純資産合計 25,522,804 26,699,673 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年５月31日) 

売上高 26,432,146 25,387,918 

売上原価 19,813,172 18,970,005 

売上総利益 6,618,974 6,417,912 

販売費及び一般管理費 6,590,447 6,480,577 

営業利益又は営業損失（△） 28,526 △62,664 

営業外収益   

受取利息 18,537 13,382 

受取配当金 1,162 1,085 

受取手数料 29,933 16,472 

受取家賃 68,626 58,349 

情報提供料収入 47,888 46,110 

その他 21,075 26,888 

営業外収益合計 187,223 162,288 

営業外費用   

支払利息 121,828 116,369 

新株発行費 1,147 － 

その他 29,978 27,262 

営業外費用合計 152,954 143,631 

経常利益又は経常損失（△） 62,796 △44,007 

特別利益   

固定資産売却益 518 － 

投資有価証券売却益 15,800 － 

負ののれん発生益 － 8,329 

特別利益合計 16,319 8,329 

特別損失   

固定資産除却損 42,686 20,620 

賃貸借契約解約損 － 6,876 

減損損失 9,288 － 

特別損失合計 51,974 27,497 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

27,141 △63,175 

法人税、住民税及び事業税 38,299 18,675 

法人税等調整額 128,639 39,122 

法人税等合計 166,939 57,797 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △139,798 △120,973 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,809 △16,654 

四半期純損失（△） △152,607 △104,318 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △139,798 △120,973 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,690 △616 

その他の包括利益合計 32,690 △616 

四半期包括利益 △107,107 △121,590 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △119,917 △104,935 

少数株主に係る四半期包括利益 12,809 △16,654 
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    該当事項はありません。 

  

  

    該当事項はありません。 

  

  

事業分離 

（１）事業分離の概要 

 ① 分離先企業の名称 

株式会社トゥ・ディファクト 

 ② 分離した事業の内容 

当社連結子会社、ジェイブック株式会社が運営するネット通販型書籍等販売事業「ＪＢＯＯＫ」  

 ③ 事業分離を行った主な理由 

 当社の連結子会社であるジェイブック株式会社は、ネット通販型書籍等販売事業「ＪＢＯＯＫ」を運営し

てまいりました。 

 今般、当社の親会社である大日本印刷株式会社の連結子会社の株式会社トゥ・ディファクトが運営するイ

ンターネット通販事業との統合を図ることを目的に、当該事業を譲渡いたしました。 

 ④ 事業分離日 

平成26年7月1日 

 ⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項 

受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡 

  

（２）実施した会計処理の概要 

 ① 移転損益の金額 

39百万円 

 ② 移転した事業に係る資産および負債の適正な帳簿価額ならびにその主な内訳 

流動負債    ９百万円 

負債合計    ９百万円 

 ③ 会計処理 

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）および「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき会

計処理しております。 

  

（３）分離した事業が含まれていた報告セグメント 

販売業  

  

（４）当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

売上高     190百万円       

営業損失     42百万円  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

- 7 - 

㈱文教堂グループホールディングス （９９７８） 平成２６年８月期第３四半期決算短信


	サマリー情報
	胴体



