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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 6,035 14.0 1,039 9.2 1,080 10.0 598 15.8

18年９月中間期 5,295 0.1 952 △20.0 982 △20.8 517 △30.9

19年３月期 10,900  1,707  1,784  712  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円  円  

19年９月中間期 17,229  17,110  

18年９月中間期 14,613  14,397  

19年３月期 20,084  19,860  

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 △1百万円 19年３月期 △1百万円

(2）連結財政状態

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  

19年９月中間期 15,392 10,141 65.0 300,610  

18年９月中間期 15,267 10,211 66.3 284,773  

19年３月期 15,571 10,471 66.6 291,520  

（参考）自己資本 19年９月中間期 10,010百万円 18年９月中間期 10,126百万円 19年３月期 10,366百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 221 6 △895 2,865

18年９月中間期 187 191 △266 2,576

19年３月期 1,192 149 △266 3,538

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 円 円 円 円

19年３月期 － － － 5,000 5,000

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － － 5,000 5,000

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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  

通期 11,500 5.5 2,000 17.2 2,000 12.1 1,100 54.5 33,031  
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４．その他

(1）期中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）　有

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 36,000株 18年９月中間期 36,000株 19年３月期 36,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 2,698株 18年９月中間期 439株 19年３月期 439株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 4,691 21.0 857 21.9 907 22.0 517 28.9

18年９月中間期 3,878 △4.2 703 △28.2 743 △28.3 401 △35.0

19年３月期 7,573  1,063  1,169  481  

１株当たり中間
（当期）純利益

円  

19年９月中間期 14,877  

18年９月中間期 11,335  

19年３月期 13,562  

(2）個別財政状態

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  

19年９月中間期 14,361 9,180 63.9 275,664  

18年９月中間期 14,487 9,497 65.6 267,080  

19年３月期 14,593 9,622 65.9 270,584  

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,180百万円 18年９月中間期 9,497百万円 19年３月期 9,622百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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  

通期 8,000 5.6 1,400 31.7 1,400 19.8 750 55.9 22,521  

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績等は、今後様々

な要因によって異なる結果となる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加や個人消費に持ち直しの動

きが見える等、緩やかな景気回復が持続いたしました。先行きに関しましては、引き続き景気回復が見込まれる一方、

サブプライムローン問題を抱える米国経済の動向や原油価格高騰懸念等の不安定材料もあり今後も注視していく必要

があります。

　出版業界におきましては、当中間連結会計期間の出版物（書籍・雑誌合計）の推定販売金額が、一兆円を割り込み

前中間連結会計期間比3.6％減の9,848億円となりました（社団法人全国出版協会、出版科学研究所調べ）。

　業界全体を牽引するヒット作品に乏しく、書籍は前中間連結会計期間比4.7％減の4,112億円、雑誌は同2.8％減の

5,736億円となりました。

　このような環境の中、当社グループは、前期に引き続き、出版及びその周辺分野に創業以来培ってきた独自の経営

資源を集約し事業基盤の強化、拡充を図ってまいりました。　

　書籍事業におきましては、単行本、文庫本、雑誌、新書の各ジャンルで当社の独自性を強く意識した作品づくりに

取り組みました。

　コミックス事業におきましては、コミック誌、コミックス（単行本）の制作体制の強化を図り、平成19年6月に新た

なラインナップとして「幻冬舎コミックス漫画文庫」を創刊いたしました。 

　コーポレート・コミュニケーション事業におきましては、独自の営業戦略を推し進めるとともに、企画・提案・制

作体制の強化に取り組みました。

　その他の事業におきましては、事業の再編を行い効率化を図るとともに、個人出版部門での営業、制作体制の強化

に取り組みました。

　これらの結果、当中間連結会計期間の経営成績は、売上高6,035百万円（前年同期比14.0％増）、営業利益1,039百

万円（同9.2％増）、経常利益1,080百万円（同10.0％増）、中間純利益598百万円（同15.8％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

①書籍事業

　単行本は、89点（前年同期は98点）を刊行いたしました。「反転」（24万部）、「紀香魂」（20.5万部）等、10

万部以上のヒット作品は2点（同4点）となりました。また、前期に刊行した「林住期」（当期17万部、累計28万部）、

「吉原手引草」（当期11.3万部、累計12.1万部）、前々期に刊行した「陰日向に咲く」（当期13万部、累計76万部）

等が当中間連結会計期間に入り発行部数を伸ばしました。　

　なお、「吉原手引草」は当社で初めてとなる第137回直木賞を受賞いたしました。

　文庫本は、「眉山」（35万部）、「半島を出よ」（上下巻合計28万部）、「愛の流刑地」（上下巻合計30万部）

等84点（前年同期は83点）を刊行いたしました。

　新書は、「ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する」（12.5万部）等24点（前年同期は0点）を刊行い

たしました。また、前期に刊行した「裁判官の爆笑お言葉集」（当期25.5万部、累計27万部）が当中間連結会計期

間に入り発行部数を伸ばしました。

　雑誌は、文芸誌「パピルス」、男性誌「ゲーテ」の育成・強化に取り組みました。

　これらの結果、売上高は4,677百万円（前年同期比21.0％増）、営業利益は866百万円（同22.5％増）となりまし

た。

②コミックス事業

　平成19年6月に「幻冬舎コミックス漫画文庫」を創刊、コミックス（単行本）等の刊行点数は前年同期を上回る

139点（前年同期は99点）となりましたが、期中に版を重ねる作品の点数が伸び悩んだこと等の影響により、売上高、

営業利益が減少いたしました。

　これらの結果、売上高は751百万円（前年同期比13.3％減）、営業利益は26百万円（同80.8％減）となりました。

③コーポレート・コミュニケーション事業

　企業ブランディング書籍の刊行15点（前年同期は12点）、会社案内、事業報告書等PR・IRツール49点（前年同期

は28点）等を制作いたしました。

　法人顧客基盤の厚い企業との連携等による独自の営業戦略を推し進めるとともに、企画・提案・制作体制の強化

を図り業容を拡大してまいりました。

　これらの結果、売上高は421百万円（前年同期比44.3％増）、営業利益は99百万円（同21.1％増）となりました。
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④その他の事業

　平成19年4月、事業の効率化を図るため株式会社幻冬舎ルネッサンスが株式会社ルネッサンスブックスを吸収合併

いたしました。合併後の同社では個人出版部門を継続しており、書籍65点を刊行いたしました。

　売上高の減少の主な要因は、マーチャンダイジング部門の縮小によるものであります。  

　これらの結果、売上高は184百万円（前年同期比32.1％減）、営業利益は46百万円（同93.7％増）となりました。

　なお、通期の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く環境は、依然厳しい状況が続くものと思われます。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、書籍事業及びコミックス事業における独創的な展開を一層推

し進めるとともに、コーポレート・コミュニケーション事業及びその他の事業の事業基盤の強化・育成を図ってまい

ります。

　平成20年3月期の連結業績予想は、売上高11,500百万円、営業利益2,000百万円、経常利益2,000百万円、当期純利益

1,100百万円を見込んでおります。

　平成19年5月18日付公表の「平成20年3月期の連結業績予想」に変更はございません。

(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間末の総資産は、15,392百万円（前連結会計年度末比1.1％減）となりました。

　流動資産は11,742百万円（同0.3％減）、固定資産は3,650百万円（同3.8％減）となりました。

　流動資産の減少の主な要因は、自己株式の取得等に伴い現金及び預金が774百万円減少（同25.5％減）したことによ

るものであります。

　固定資産の減少の主な要因は、投資有価証券が115百万円減少（同12.0％減）したことによるものであります。

　負債は、返品調整引当金268百万円の増加（同47.4％増）等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ150百万円

増加（同3.0％増）し、5,251百万円となりました。

　純資産は、自己株式718百万円の増加（同2,813.6％増）等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ329百万円減

少（同3.1％減）し、10,141百万円となりました。

＜当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況＞

　当中間連結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、2,865百万円となり、前連結会計年

度末に比べ673百万円の減少（前年同期間は112百万円の増加）となりました。

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（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、税金等調整前中間純利益が1,065百万円となりましたが、売上債権428百万円の増

加、たな卸資産225百万円の増加等により、221百万円（前年同期間は187百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、匿名組合出資金の戻入による収入9百万円等がありましたが、有形固定資産の取得

による支出1百万円及び投資有価証券の取得による支出1百万円等により6百万円（前年同期間は191百万円の収入）と

なりました。

（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、自己株式の取得による支出720百万円、配当金の支払175百万円により、895百万円

（前年同期間は266百万円の支出）となりました。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しております。配当につきましては、将来

の事業拡大や財務体質の一層の強化のために内部留保の充実を図りつつ、業績動向及び財政状態を鑑みながら安定的、

継続的に実施していくことが重要であると考えております。

　当社は、期末配当における年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

　当中間期におきましては中間配当は実施せず、内部留保金につきましては、今後の事業拡大や企業体質の強化のた

めに活用する所存であります。

　また、１株当たりの株主価値の向上及び機動的な資本政策の遂行を目的として、平成19年5月18日、5月28日、6月6

日、6月15日及び8月10日付開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,259株（総額718百万円）を取得いたしました。
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(4）事業等のリスク

　以下におきまして、当社及び当社グループの事業展開上のリスクにつきまして、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当社として必ずしも事業上のリスクと考えていない事項

につきましても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項につきましては、

投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識

した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

　本項におきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在において判

断したものであります。 

①当社グループの事業について

　当社グループは、継続的な企業成長を目的として、出版事業及び周辺分野へ事業を拡大する方針を採用しており

ます。今後、当該方針に基づき事業分野を拡大した場合、当社グループは新たな事業リスクにさらされることとな

りますが、拡大された事業分野に関するリスクにつきましては、過去におきまして全く経験がないか、または、限

定的な経験しか有していないことがあります。

②経営成績の変動について

　当社グループが営む出版事業では、有力な新商品や長期間にわたり販売が継続する商品（出版事業でいうところ

のベストセラー作品やロングセラー作品）の販売の有無により、業績が大きく変動する傾向があります。また、同

一年度内におきましても、当該作品、製品の販売時期によっては、上半期または下半期もしくはいずれかの四半期

の経営成績に偏りが生じる場合があります。

③返品について

　当社グループは、出版業界の慣行に従い、出版物の大部分については配本後、約定期間（委託期間）内に限り、

返品を受け入れることを販売条件とする委託販売制度を採用しております。返品による損失に備えるため、会計上、

出版物に係る売掛債権の残高に一定期間の返品率及び売買利益率を乗じた額を返品調整引当金として計上しており

ますが、返品の動向は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④法的規制等

　当社グループが制作・販売している出版物は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第23条の４

の規定により、再販売価格維持制度が認められる特定品目に該当しており、書店では定価販売が行われておりま

す。

　今後、法令や規制の変更や当該制度の変更が行われた場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社３社で構成されており、主として出版関連事業を行っております。その主な事

業の内容と子会社の当該事業における位置づけは以下のとおりであります。

　当中間連結会計期間におきましては、株式会社幻冬舎ルネッサンスが株式会社ルネッサンスブックスを吸収合併いた

しました。また、前連結会計年度まで連結子会社であった株式会社ワイドレシーバーは、連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であるため連結の範囲から除外いたしました。

　

　なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。

事業区分 会社名 事業内容

書籍事業 株式会社幻冬舎
書籍（単行本・文庫本・新書）及び雑誌の発行、

販売を行っております。

コミックス事業 株式会社幻冬舎コミックス
定期刊行コミック誌及びコミックス等（単行本・

文庫本）の発行を行っております。

コーポレート・コミュ

ニケーション事業
株式会社幻冬舎メディアコンサルティング

法人・各種団体向けにブランディング・ＰＲ・Ｉ

Ｒ関連のコーポレート・コミュニケーションツー

ル、企業出版物の制作及びコンサルティング事業

を行っております。

その他の事業 株式会社幻冬舎ルネッサンス
個人出版物の企画、制作、販売等を行っておりま

す。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は設立以来、「売れるための本づくり」を実現するため、「つくる、知らしめる、売る」の徹底を経営の基本

として、既成概念にとらわれない新しいスタイルの出版社の実現を標榜し、その事業活動を推進してまいりました。

①「つくる」－優秀な編集者による独創的な企画

　優れた作品は、「内臓と内臓をこすり合わせるような、表現者との深いコラボレーションからしか生まれない」

という幻冬舎イズムを貫くことで、ベストセラーを生み出す黄金の鉱脈づくりを実践する。

②「知らしめる」－徹底した広告・パブリシティー戦略

　いいと信じた本は、少しでも多くの読者に届けたい。読まれなければならない。「ヒットはつくり出すもの」で

あり、そのための努力を惜しんではならない。

③「売る」－データを駆使した効率的な販売戦略

　著者が身を削って書き上げた作品を一冊でも多く売ることが、当社の使命である。主観ではなく、読者像に基づ

いたデータ分析の実現が、最良の販売戦略構築を生む。

　さらに当社グループ各社におきましても、この基本理念に掲げられた「精神＝イズム」の継承に努め、それぞれ

が独創的な事業の創造に邁進するとともに、相互のコラボレーションによる新たな価値を提供し続けることができ

る「かつてない創造型企業集団」の実現を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標

　当社は、安定的な収益力の確保と継続的な成長を実現する観点に立ち、連結ベースの売上高経常利益率の向上を目

標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループが営む出版事業は、テレビ、携帯電話、インターネット等による情報・娯楽媒体及びコンテンツの多

様化、流通業態の淘汰再編等、依然として流動的な経営環境が継続しております。

　こうした経営環境の中、当社グループは、活字媒体の競争力が減退しているのではなく、コンテンツの優劣が消費

者の支持の獲得を左右するものと認識し、活字を軸とした質の高いコンテンツの創造を目指し事業を推進しておりま

す。

　当社グループは、書籍事業を中核とした出版事業及びその延長線上につながるビジネスモデルの構築を基本戦略と

して、グループ事業基盤の強化・拡充を図り、長期的な企業成長を追求してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

①書籍事業

　当社グループの原点である書籍事業は、中核事業として、引き続き事業基盤の強化に努めてまいります。

　創業以来培ってきた独創的、魅力的な作品づくり、効果的なパブリシティー戦略、書店データを駆使した効率的

な販売戦略を徹底して実践し、文芸書、企画本、教養本等のさまざまなジャンルでバランスの良い作品づくりを行

うとともに、雑誌部門及び新書部門の強化・育成を図ってまいります。

②コミックス事業

　従来のコミックス枠にとらわれない新ジャンル、海外進出等の新市場への展開を具現化するとともに、良質な作

品を安定的に生み出す制作体制の構築、業務の効率化を図り、収益の安定化を実践してまいります。

③コーポレート・コミュニケーション事業

  企業のブランディング・PR・IRを支援する当該事業は、独自の営業体制を確立し、安定した受注を確保するとと

もに、企画・提案・制作体制の強化を図り、企業の「伝えたい」を読者の「知りたい」に変える作品づくりを実現

してまいります。

④その他の事業 

　個人出版部門の営業体制の強化を図り、事業基盤を確立してまいります。 
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⑤新規事業

　将来の継続的な企業成長のための事業構成の構築を目的として、出版とその周辺分野に広がる事業機会に、当社

グループの持つノウハウを投入し、積極的に新規事業に挑戦してまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載している事項と内容が重複いたしますので、記載を省略しております。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,675,307   2,262,253   3,036,770  

２．受取手形及び売掛
金

  6,546,786   6,718,016   6,289,714  

３．有価証券   900,715   603,483   501,988  

４．たな卸資産   1,784,452   1,705,074   1,479,351  

５．繰延税金資産   102,066   233,267   222,682  

６．その他   257,828   232,233   261,206  

貸倒引当金   △11,654   △12,319   △13,915  

流動資産合計   11,255,503 73.7  11,742,009 76.3  11,777,798 75.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物   654,274   613,663   632,308  

(2）土地   1,062,939   1,062,939   1,062,939  

(3）その他   94,853   73,214   84,674  

有形固定資産合計   1,812,067 11.9  1,749,817 11.4  1,779,922 11.4

２　無形固定資産   63,665 0.4  43,890 0.3  55,055 0.4

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,239,204   844,964   960,451  

(2）繰延税金資産   227,822   374,689   313,037  

(3）その他   712,878   688,567   728,396  

貸倒引当金   △43,376   △51,384   △43,376  

投資その他の資産
合計

  2,136,528 14.0  1,856,837 12.0  1,958,508 12.6

固定資産合計   4,012,261 26.3  3,650,545 23.7  3,793,486 24.4

資産合計   15,267,764 100.0  15,392,554 100.0  15,571,284 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

※２  2,532,951   2,563,347   2,449,010  

２．未払法人税等   466,623   470,137   660,895  

３．賞与引当金   110,090   100,914   100,249  

４．役員賞与引当金   41,250   42,350   84,500  

５．返品調整引当金   802,168   834,231   566,068  

６．その他 ※３  741,595   851,617   873,529  

流動負債合計   4,694,678 30.7  4,862,597 31.6  4,734,252 30.4

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   75,052   89,335   80,788  

２．役員退職慰労引当
金

  286,543   299,074   285,181  

固定負債合計   361,595 2.4  388,409 2.5  365,970 2.4

負債合計   5,056,273 33.1  5,251,007 34.1  5,100,222 32.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   335,910 2.2  335,910 2.2  335,910 2.2

　２　資本剰余金   2,827,045 18.5  2,827,045 18.4  2,827,045 18.2

　３　利益剰余金   7,032,616 46.1  7,653,473 49.7  7,227,989 46.4

　４　自己株式   △25,528 △0.2  △743,789 △4.8  △25,528 △0.2

　　株主資本合計   10,170,043 66.6  10,072,639 65.5  10,365,416 66.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

　  その他有価証券
　　　評価差額金

  △43,246 △0.3  △61,733 △0.4  1,333 0.0

　　評価・換算差額等
　　合計

  △43,246 △0.3  △61,733 △0.4  1,333 0.0

Ⅲ　新株予約権   280 0.0  280 0.0  280 0.0

Ⅳ　少数株主持分   84,413 0.6  130,361 0.8  104,031 0.6

    純資産合計   10,211,491 66.9  10,141,547 65.9  10,471,061 67.2

    負債純資産合計   15,267,764 100.0  15,392,554 100.0  15,571,284 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,295,947 100.0  6,035,122 100.0  10,900,384 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  3,060,053 57.8  3,333,172 55.2  6,753,284 62.0

売上総利益   2,235,893 42.2  2,701,949 44.8  4,147,099 38.0

返品調整引当金繰
入額

  - -  268,163 4.5  - -

返品調整引当金戻
入益

  35,302 0.7  - -  271,402 2.5

差引売上総利益   2,271,195 42.9  2,433,786 40.3  4,418,501 40.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※２  1,318,843 24.9  1,394,049 23.1  2,710,711 24.8

営業利益   952,352 18.0  1,039,737 17.2  1,707,789 15.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3,030   4,515   13,220   

２．受取配当金  233   252   1,981   

３．保険満期返戻金  5,243   7,158   5,243   

４．匿名組合投資利益  19,494   23,566   41,029   

５．その他  5,558 33,560 0.6 9,481 44,973 0.7 22,551 84,026 0.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  268   1,832   125   

２．自己株式取得費用  -   2,121   -   

３．持分法による投資
損失

 1,084   -   1,084   

４．その他  1,968 3,321 0.1 382 4,336 0.1 6,375 7,585 0.1

経常利益   982,591 18.5  1,080,374 17.8  1,784,230 16.4

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却
益

 0   -   0   

２．役員退職慰労引当
金戻入益

 -   -   15,253   

３．新株予約権戻入益  18   -   18   

４．持分変動利益  - 18 0.0 4,387 4,387 0.1 - 15,271 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券評価
損

 6,044   18,574   347,097   

２．固定資産除却損 ※３ 10,762   -   12,189   

３．固定資産売却損 ※４ - 16,806 0.3 282 18,856 0.2 - 359,287 3.3

税金等調整前中間
（当期）純利益

  965,802 18.2  1,065,905 17.7  1,440,215 13.2

法人税、住民税及
び事業税

 475,447   465,471   970,420   

法人税等調整額  △49,343 426,104 8.0 △30,191 435,279 7.3 △284,894 685,526 6.3

少数株主利益   22,670 0.4  31,803 0.5  42,288 0.4

中間（当期）純利
益

  517,027 9.8  598,822 9.9  712,400 6.5
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 

前中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
335,910 2,833,044 6,767,443 △37,739 9,898,659

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - △176,754 - △176,754

利益処分による役員賞与 - - △75,100 - △75,100

中間純利益 - - 517,027 - 517,027

自己株式の処分 - △5,999 - 12,211 6,211

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額)
- - - - -

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
- △5,999 265,172 12,211 271,384

平成18年9月30日　残高

（千円）
335,910 2,827,045 7,032,616 △25,528 10,170,043

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
385,492 385,492 360 67,142 10,351,654

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - - - △176,754

利益処分による役員賞与 - - - - △75,100

中間純利益 - - - - 517,027

自己株式の処分 - - - - 6,211

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額)
△428,739 △428,739 △79 17,270 △411,548

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△428,739 △428,739 △79 17,270 △140,163

平成18年9月30日　残高

（千円）
△43,246 △43,246 280 84,413 10,211,491
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当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高

（千円）
335,910 2,827,045 7,227,989 △25,528 10,365,416

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 - - △177,804 - △177,804

中間純利益 - - 598,822 - 598,822

自己株式の取得 - - - △718,261 △718,261

連結子会社の減少に伴う増加高 - - 4,466 - 4,466

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額)
- - - - -

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
- - 425,483 △718,261 △292,777

平成19年9月30日　残高

（千円）
335,910 2,827,045 7,653,473 △743,789 10,072,639

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日　残高

（千円）
1,333 1,333 280 104,031 10,471,061

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 - - - - △177,804

中間純利益 - - - - 598,822

自己株式の取得 - - - - △718,261

連結子会社の減少に伴う増加高 - - - - 4,466

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額)
△63,066 △63,066 - 26,329 △36,737

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△63,066 △63,066 - 26,329 △329,514

平成19年9月30日　残高

（千円）
△61,733 △61,733 280 130,361 10,141,547
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
335,910 2,833,044 6,767,443 △37,739 9,898,659

連結会計年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - △176,754 - △176,754

利益処分による役員賞与 - - △75,100 - △75,100

当期純利益 - - 712,400 - 712,400

自己株式の処分 - △5,999 - 12,211 6,211

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額)
- - - - -

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
- △5,999 460,545 12,211 466,757

平成19年3月31日　残高

（千円）
335,910 2,827,045 7,227,989 △25,528 10,365,416

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
385,492 385,492 360 67,142 10,351,654

連結会計年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - - - △176,754

利益処分による役員賞与 - - - - △75,100

当期純利益 - - - - 712,400

自己株式の処分 - - - - 6,211

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額)
△384,159 △384,159 △79 36,888 △347,350

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△384,159 △384,159 △79 36,888 119,407

平成19年3月31日　残高

（千円）
1,333 1,333 280 104,031 10,471,061
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  965,802 1,065,905 1,440,215

減価償却費  34,381 43,026 82,613

持分法による投資損失  1,084 - 1,084

持分変動利益  - △4,387 -

貸倒引当金の増減額  888 6,410 3,149

賞与引当金の増減額  4,750 664 △5,089

役員賞与引当金の増減額  41,250 △42,149 84,500

返品調整引当金の増減額  △35,302 268,163 △271,402

退職給付引当金の増減額  4,601 8,546 10,337

役員退職慰労引当金の増減額  13,892 13,892 12,531

受取利息及び受取配当金  △3,263 △4,767 △15,202

支払利息  268 1,832 125

新株予約権戻入益  △18 - △18

固定資産売却損  - 282 -

固定資産除却損  10,762 - 12,189

投資有価証券売却益  △0 - △0

投資有価証券評価損  6,044 18,574 347,097

映画制作出資金の増減額  △55,650 40,948 △45,743

売上債権の増減額  △518,033 △428,301 △260,961

たな卸資産の増減額  △250,332 △225,723 54,767

仕入債務の増減額  239,051 112,345 160,990

流動資産その他の増減額  △18,380 △10,040 △37,544

固定資産その他の増減額  △5,995 29,926 △25,276

流動負債その他の増減額  26,227 △30,940 216,068

役員賞与  △80,500 - △80,500

その他  - 2,121 -

小計  381,530 866,329 1,683,932

利息及び配当金の受取額  3,263 4,767 15,202

利息の支払額  △235 △1,832 △93

法人税等の支払額  △196,651 △647,571 △506,686

営業活動によるキャッシュ・フロー  187,906 221,692 1,192,355
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券の取得による支出  - - △998,749

有価証券の償還による収入  499,559 - 1,498,308

有形固定資産の取得による支出  △274,351 △1,712 △325,597

有形固定資産の売却による収入  - 79 -

無形固定資産の取得による支出  △36,712 △405 △42,730

投資有価証券の取得による支出  - △1,200 △88,000

投資有価証券の償還による収入  - - 100,000

投資有価証券の売却による収入  82 - 82

匿名組合出資金の戻入による収入  3,681 9,902 7,445

会員権の取得による支出  △1,200 - △1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー  191,058 6,663 149,558

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △96,000 - △96,000

新株引受権の行使による収入  6,150 - 6,150

自己株式の取得による支出  - △720,382 -

配当金の支払額  △176,412 △175,464 △176,624

財務活動によるキャッシュ・フロー  △266,262 △895,846 △266,474

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  112,703 △667,490 1,075,439

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,463,320 3,538,759 2,463,320

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現金同
等物減少額

 - △5,532 -

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

 2,576,023 2,865,737 3,538,759
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項   すべての子会社を連結しておりま

す。

    連結子会社の数　　5社

連結子会社の名称

株式会社幻冬舎コミックス

株式会社幻冬舎ルネッサンス

株式会社幻冬舎メディアコン

サルティング

       株式会社ルネッサンスブッ

       クス

株式会社ワイドレシーバー

　前連結会計年度まで、連結子

会社でありました株式会社幻冬

舎エムディーについては、連結

子会社である株式会社幻冬舎ル

ネッサンスを存続会社として吸

収合併されたことにより、当中

間連結会計期間より連結の範囲

から除外しております。 

 (1) 連結子会社の数　　3社

連結子会社の名称

株式会社幻冬舎コミックス

株式会社幻冬舎ルネッサンス

株式会社幻冬舎メディアコン

サルティング

　前連結会計年度まで、連結子

会社でありました株式会社ル

ネッサンスブックスについては、

連結子会社である株式会社幻冬

舎ルネッサンスを存続会社とし

て吸収合併されたことにより、

当中間連結会計期間より連結の

範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社の名称

 　株式会社ワイドレシーバー

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。　　

  すべての子会社を連結しておりま

す。

    連結子会社の数　 5社

連結子会社の名称

株式会社幻冬舎コミックス

株式会社幻冬舎ルネッサン

ス

株式会社幻冬舎メディアコン

サルティング

株式会社ルネッサンスブック

ス

株式会社ワイドレシーバー 

　前連結会計年度まで、連結子

会社でありました株式会社幻冬

舎エムディーについては、連結

子会社である株式会社幻冬舎ル

ネッサンスを存続会社として吸

収合併されたことにより、当連

結会計年度より連結の範囲から

除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。

　なお、前連結会計年度において持

分法適用の関連会社でありました株

式会社ライブドアパブリッシングに

ついては、当連結会計年度において

株式の全部を売却したため持分法の

適用範囲から除外しております。

 (1) 持分法適用の関連会社

　　該当事項はありません。

 (2) 持分法を適用していない非

  連結子会社（株式会社ワイド 

 レシーバー）は、中間純損益

 （持分に見合う額）及び利益剰

  余金持分に見合う額)等からみ

  て持分法の対象から除いても

  中間連結財務諸表に及ぼす影

  響が軽微であり、かつ、全体

  としても重要性がないため持

  分法の適用範囲から除外して

  おります。

　該当事項はありません。

　なお、前連結会計年度において持

分法適用の関連会社でありました株

式会社ライブドアパブリッシングに

ついては、当連結会計年度において

株式の全部を売却したため持分法の

適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　同左  すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…決算末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均

法により算定）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

ロ．たな卸資産

製品

　先入先出法による原価法

仕掛品

　個別法による原価法

貯蔵品

　最終仕入原価法

ロ．たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低

下による簿価切り下げの方法）

によっております。

製品…先入先出法

仕掛品…個別法

貯蔵品…最終仕入原価法

ロ．たな卸資産

同左

　

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

　法人税法の規定に基づく定率法

を採用しております。

　但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

イ．有形固定資産

同左

イ．有形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

　法人税法の規定に基づく定額法

を採用しております。

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

ロ．無形固定資産

　同左

　

ロ．無形固定資産

　同左

　

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、また貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

イ．貸倒引当金

同左

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間連

結会計期間の負担額を計上してお

ります。

ロ．賞与引当金

同左

ロ．賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しておりま

す。

ハ．役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込

額のうち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金

　同左

ハ．役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込

額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。

ニ．返品調整引当金

　出版物の返品による損失に備え

るため、書籍等の出版事業に係る

売掛金残高に一定期間の返品率及

び売買利益率を乗じた額を計上し

ております。

ニ．返品調整引当金

　同左

ニ．返品調整引当金

　同左

ホ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務（簡便法）に基づき、当中

間連結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

ホ．退職給付引当金

　同左

ホ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務（簡便法）に基づき、当連

結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しており

ます。

ヘ．役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

ヘ．役員退職慰労引当金

同左

ヘ．役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　同左 　同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

イ．消費税等の会計処理

同左

イ．消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年4月1日

至　平成18年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年4月1日

至　平成19年9月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年4月1日

至　平成19年3月31日）

 (連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計

基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年

12月9日)を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

10,126,796千円であります。

 なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

　　　　　　　 ─────  (連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12

月9日)を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

10,366,749千円であります。

 なお、当中間連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則

により作成しております。

 (役員賞与に関する会計基準）

 当中間連結会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11

月29日)を適用しております。

 この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ41,250千円減少しております。

　　　　　　　 ─────  (役員賞与に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会

計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29

日)を適用しております。

 この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ84,500千円減少しております。

　なお、セグメントに与える影響は、当該箇所

に記載しております。

　　　　　　　 ───── 　　　　　　　 ───── （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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）が平成20年３月31日以前に開始

する連結会計年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴い、同会計基

準を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ224,336千円減少しております。

　なお、セグメントに与える影響額は、当該

箇所に記載しております。

　また、この変更は当下半期において同会計

基準適用のための受入準備が整ったことから、

当中間連結会計期間は、従来の方法によって

おります。従って、当中間連結会計期間は、

変更後の方法によった場合に比べて、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、

232,181千円多く計上されております。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年4月1日

至　平成18年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年4月1日

至　平成19年9月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年4月1日

至　平成19年3月31日）

　　　　　　　 ───── 　　　　　　　 ───── （ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

　　　　　　　 ───── （有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間連結会計期間より、法人税法の改正に

伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。この変更に

伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益に与える影響は軽微であります。

　　　　　　　 ─────
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　追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成18年4月1日

至　平成18年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年4月1日

至　平成19年9月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年4月1日

至　平成19年3月31日）

　　　　　　　 ───── （有形固定資産の減価償却の方法）

　平成19年3月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の5%に到達し

た翌年度から5年間で均等償却する方法によっ

ております。この結果、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微

であります。

　　　　　　　 ─────

　　　　　　　 ───── （自己株式の取得決議）

　当社は下記開催の取締役会において、会社法

第165条第3項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づく自己株式の取得

について、次のとおり決議しました。

 (1) 自己株式の取得を行う理由

　1株当たりの株主価値の向上を図り、経済情

勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行す

るため。

 (2) 取得の方法

　株式会社ジャスダック証券取引所における買

付け

 (3) 取得する株式の数、取得価額及び取得時

期

取締役会開催日 平成19年8月10日

取得する株式の種類
及び数

普通株式
2,300株

取得価額の総額 920,000,000円

取得の時期
平成19年8月13日から
平成20年3月24日

 (4) その他

　上記決議に基づき、下記のとおり取得いたし

ました。

取得の期間
平成19年8月13日から
平成19年9月21日

取得株式数
普通株式
969株

取得価額 294,309,000円

　　　　　　　 ─────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       256,239千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

              322,073千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          291,656千円

※２　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

　支払手形　　　　　　236,040千円

※２　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

　支払手形　　　　　　   193,868千円

※２　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当連結会計年度

の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計期間末日満期手形が連結会

計期間末残高に含まれております。

　支払手形　　　　　　   205,010千円

※３　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（213,975千円）が含まれております。

※３　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（168,875千円）が含まれております。

※３　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（192,441千円）が含まれております。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　　　　　 ───── ※１　中間期末たな卸高は収益性の低下に伴

う簿価切下後の金額であり、次のたな卸

資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

　　　                    89,795千円

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿

価切下後の金額であり、次のたな卸資産

評価損が売上原価に含まれております。

　　　                  224,336千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費  391,461千円

貸倒引当金繰入額      925千円

倉庫管理費  144,044千円

改装費   89,747千円

役員報酬  136,873千円

給与手当  119,460千円

賞与引当金繰入額   28,793千円

役員賞与引当金繰入額   41,250千円

退職給付費用   1,761千円

役員退職慰労引当金繰入額   13,892千円

広告宣伝費  396,231千円

貸倒引当金繰入額   6,410千円

倉庫管理費  158,953千円

改装費  90,907千円

役員報酬  131,549千円

給与手当  148,637千円

賞与引当金繰入額   33,456千円

役員賞与引当金繰入額   42,350千円

退職給付費用   3,140千円

役員退職慰労引当金繰入額   13,892千円

広告宣伝費 792,037千円

貸倒引当金繰入額  3,149千円

倉庫管理費  288,343千円

改装費  171,651千円

販売促進費  188,234千円

役員報酬  273,703千円

給与手当  312,083千円

賞与引当金繰入額   35,264千円

役員引当金繰入額   84,500千円

退職給付費用   3,762千円

役員退職慰労引当金繰入額   27,785千円

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３　　　　　 ───── ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

 　建物　　　　　　　　        9,605千円

 　工具器具備品　　　　　　　　  779千円

 　ソフトウェア　　　　　　　　  377千円 

 　建物及び構築物　　　       11,032千円

 　工具器具備品　　　　　　　　  779千円

 　ソフトウェア　　　　　　　　  377千円 

※４　　　　　 ───── ※４　固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

※４　　　　　 ─────

 　工具器具備品　　　　　　　　  282千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 36,000 － － 36,000

合計 36,000 － － 36,000

自己株式

普通株式（注） 649 － 210 439

合計 649 － 210 439

 （注）自己株式の減少210株は、旧商法の新株引受権の行使によるものであります。

 

 ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

 提出会社

（親会社）

平成14年 新株予約権

（注）1.2
普通株式 630 － 300 330 280

合計 － 630 － 300 330 280

 （注）１．新株予約権の減少は、旧商法の新株引受権の行使210株及び放棄90株によるものであります。

　　　 ２．上記の新株引受権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

 ３．配当に関する事項

（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

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 176,754 5,000 平成18年3月31日 平成18年6月29日
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 当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 36,000 － － 36,000

合計 36,000 － － 36,000

自己株式

普通株式（注） 439 2,259 － 2,698

合計 439 2,259 － 2,698

 （注）自己株式の株式数の増加2,259株は、市場においての買付けによるものであります。

 

 ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

 提出会社

（親会社）

平成14年 新株予約権

（注）
普通株式 330 － － 330 280

合計 － 330 － － 330 280

 （注）上記の新株引受権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

 ３．配当に関する事項

（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

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 177,804 5,000 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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 前連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 36,000 － － 36,000

合計 36,000 － － 36,000

自己株式

普通株式（注） 649 － 210 439

合計 649 － 210 439

 （注）自己株式の減少210株は、旧商法の新株引受権の行使によるものであります。

 

 ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

 提出会社

（親会社）

平成14年 新株予約権

（注）1.2
普通株式 630 － 300 330 280

合計 － 630 － 300 330 280

 （注）１．新株予約権の減少は、旧商法の新株引受権の行使210株及び放棄90株によるものであります。

　　　 ２．上記の新株引受権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

 ３．配当に関する事項

（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

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 176,754 5,000 平成18年3月31日 平成18年6月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金    1,675,307千円

有価証券      900,715千円

現金及び現金同等物    2,576,023千円

現金及び預金    2,262,253千円

有価証券      603,483千円

現金及び現金同等物    2,865,737千円

現金及び預金    3,036,770千円

有価証券      501,988千円

現金及び現金同等物    3,538,759千円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

工具器具備品

(千円)

    合計

(千円)

 取得価額相当額 6,616 6,616

 減価償却累計額相当額 1,470 1,470

 中間期末残高相当額 5,145 5,145

工具器具備品

(千円)

    合計

(千円)

 取得価額相当額 6,616 6,616

 減価償却累計額相当額 3,675 3,675

 中間期末残高相当額 2,940 2,940

工具器具備品

(千円)

    合計

(千円)

 取得価額相当額 6,616 6,616

 減価償却累計額相当額 2,572 2,572

 期末残高相当額 4,043 4,043

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,186千円

１年超 3,001千円

合計 5,187千円

１年内 2,241千円

１年超 759千円

合計 3,001千円

１年内 2,213千円

１年超 1,887千円

合計 4,101千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料      1,145千円

減価償却費相当額      1,102千円

支払利息相当額      71千円

支払リース料        1,145千円

減価償却費相当額        1,102千円

支払利息相当額        45千円

支払リース料        2,290千円

減価償却費相当額       2,205千円

支払利息相当額        130千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　同左

４．減価償却費相当額の算定方法

　同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。

５．利息相当額の算定方法

　同左

５．利息相当額の算定方法

　同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

(1）株式 517,186 397,151 △120,035

(2）債券    

①国債・地方債等 - - -

②社債 - - -

③その他 - - -

(3）その他 3,300 5,232 1,932

合計 520,486 402,383 △118,103

 （注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、6,044千円減損処理を行なっており

       ます。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 290,796

  非上場内国債券 499,325

  非上場外国債券 446,024

  外国投資信託 100,000

  公社債投資信託 401,389

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

(1）株式 287,475 182,575 △104,899

(2）債券    

①国債・地方債等 - - -

②社債 - - -

③その他 - - -

(3）その他 3,300 5,310 2,010

合計 290,775 187,885 △102,889

 （注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、619千円減損処理を行なっており

       ます。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券  

  非上場株式 253,551

  非上場外国債券 300,000

  外国投資信託 200,569

  公社債投資信託 502,914

(2) 子会社株式  

  非連結子会社株式 3,527

合計 1,260,562
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前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

(1）株式 288,094 287,136 △958

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 3,300 6,480 3,180

合計 291,394 293,616 2,222

 （注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、235,135千円減損処理をおこなっており　

　　　おります。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券  

  非上場株式 266,834

　非上場外国債券 300,000

　外国投資信託 100,000

　公社債投資信託 501,988

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

該当事項はありません。

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 　　　 該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

 　　　 中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 
書籍事業
（千円）

コミックス事
業（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,864,934 866,695 564,317 5,295,947 - 5,295,947

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
13,394 - 5,255 18,650 (18,650) -

計 3,878,329 866,695 569,572 5,314,597 (18,650) 5,295,947

営業費用 3,170,864 728,130 463,201 4,362,195 (18,600) 4,343,595

営業利益 707,465 138,565 106,371 952,402 (49) 952,352

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品等

書籍事業 単行本、文庫本、雑誌

コミックス事業 コミック誌、コミックス

その他の事業 企業出版物等
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
書籍事業
（千円）

コミックス事
業（千円）

コーポレート・コ

ミュニケーション

事業　

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 4,677,768 751,091 421,361 184,900 6,035,122 - 6,035,122

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
13,836 - 3,450 640 17,926 (17,926) -

計 4,691,604 751,091 424,811 185,540 6,053,048 (17,926) 6,035,122

営業費用 3,824,865 724,438 325,321 138,640 5,013,266 (17,880) 4,995,385

営業利益 866,738 26,653 99,490 46,900 1,039,782 (45) 1,039,737

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品等

書籍事業 単行本、文庫本、雑誌

コミックス事業 コミック誌、コミックス

コーポレート・コミュニケーション事業 企業出版物

その他の事業 個人出版物等

３．事業区分の変更

　　　従来、「その他の事業」に含めておりましたコーポレート・コミュニケーション事業を、前連結会計年度

より「コーポレート・コミュニケーション事業」として区分掲記しております。

　当該変更は、コーポレート・コミュニケーション事業の急速な拡大に伴い、営業利益が前連結会計年度末

において全セグメントの営業利益合計額の10％以上となったこと、また事業の実態をより適正に表示するた

めに、セグメント区分の見直しを行ったものであります。

　なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法によ

り区分すると次のようになります。

 
書籍事業
（千円）

コミックス事
業（千円）

コーポレート・コ

ミュニケーション

事業　

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 3,864,934 866,695 291,961 272,356 5,295,947 - 5,295,947

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
13,394 - 5,017 237 18,650 (18,650) -

計 3,878,329 866,695 296,978 272,594 5,314,597 (18,650) 5,295,947

営業費用 3,170,864 728,130 214,818 248,382 4,362,195 (18,600) 4,343,595

営業利益 707,465 138,565 82,159 24,211 952,402 (49) 952,352
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
書籍事業
（千円）

コミックス事
業（千円）

コーポレート・コ

ミュニケーション

事業　

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 7,543,051 2,063,279 861,446 432,607 10,900,384 - 10,900,384

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
30,693 - 9,147 7,936 47,777 (47,777) -

計 7,573,744 2,063,279 870,593 440,543 10,948,161 (47,777) 10,900,384

営業費用 6,495,966 1,688,386 642,881 414,131 9,241,365 (48,770) 9,192,594

営業利益 1,077,778 374,893 227,712 26,412 1,706,796 993 1,707,789

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品等

書籍事業 単行本、文庫本、雑誌

コミックス事業 コミック誌、コミックス

コーポレート・コミュニケーション事業 企業出版物

その他の事業 個人出版物等

３．会計方針の変更

　（役員賞与に関する会計基準）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、「書籍事業」で55,000千円、「コミックス事業」で17,500千円及び「コー

ポレート・コミュニケーション事業」で12,000千円、営業利益がそれぞれ減少しております。

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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）を適用しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、「書籍事業」で159,195千円、「コミックス事業」で35,961千円、「コー

ポレート・コミュニケーション事業」で11,524千円及び「その他の事業」で17,656千円、営業利益がそれぞ

れ減少しております。

４．事業区分の変更

　　　従来、「その他の事業」に含めておりましたコーポレート・コミュニケーション事業を、当連結会計年度

より「コーポレート・コミュニケーション事業」として区分掲記しております。

　当該変更は、コーポレート・コミュニケーション事業の急速な拡大に伴い、営業利益が当連結会計年度末

において全セグメントの営業利益合計額の10％以上となったこと、また事業の実態をより適正に表示するた

めに、セグメント区分の見直しを行ったものであります。

　なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分す

ると次のようになります。

 
書籍事業
（千円）

コミックス事
業（千円）

コーポレート・コ

ミュニケーション

事業　

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 8,246,975 1,670,337 224,839 805,091 10,947,243 - 10,947,243

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
26,744 6 5,000 2,000 33,750 (33,750) -

計 8,273,719 1,670,344 229,839 807,091 10,980,994 (33,750) 10,947,243

営業費用 6,438,657 1,360,096 140,141 716,836 8,655,732 (32,622) 8,623,110

営業利益 1,835,061 310,247 89,698 90,254 2,325,261 (1,128) 2,324,132
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、本邦以

外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　　海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　　海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額    284,773円

１株当たり中間純利益    14,613円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
    14,397円

１株当たり純資産額    300,610円

１株当たり中間純利益    17,229円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
    17,110円

１株当たり純資産額    291,520円

１株当たり当期純利益    20,084円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
    19,860円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 517,027 598,822 712,400

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち役員賞与）（千円） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 517,027 598,822 712,400

期中平均株式数（株） 35,381 34,756 35,471

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 (うち社債発行差金償却（税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） 532 241 401

（うち新株予約権） (532) (241) (401)

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 　    　 該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 　    　 該当事項はありません。

 

前連結会計年度末（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

          当社は下記開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の

        規定に基づく自己株式の取得について次のとおり決議し、実施しました。

       （1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

           自己株式の取得を行う理由

           １株当たりの株主価値の向上を図り、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

          取得の方法

          株式会社ジャスダック証券取引所における買付け

取締役会開催日 取得する株式の種類及び数 取得価額の総額 取得の時期

 平成19年５月18日  普通株式　300株（上限）  100,000,000円（上限）  平成19年５月21日から平成19年６月30日

 平成19年５月28日  普通株式　300株（上限）  120,000,000円（上限）  平成19年５月29日から平成19年６月30日

       （2）その他

          上記取得の結果は、下記のとおり取得いたしました。

取得の期間 取得株式数 取得価額（千円）

 平成19年５月21日から平成19年５月31日  普通株式　440株 139,663
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

書籍事業（千円） 4,366,348 113.2

コミックス事業（千円） 804,365 91.3

コーポレート・コミュニケーション事業（千円） 405,021 109.5

その他事業（千円） 213,405 74.9

合計（千円） 5,789,140 107.4

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前連結会計年度末から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結中間会計

期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

(2）受注状況

事業の種類別セグメントの名称  受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

コーポレート・コミュニケーション事業（千円） 573,729 269.5 588,381  2,100.5

その他の事業（千円） 105,396 84.9 140,977  200.6

合計 679,126 201.5 729,358  742.1

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは、コーポレート・コミュニケーション事業及びその他の事業の一部を除いては見込生産を行っ

ているため、上記以外については該当事項はありません。

３．前連結会計年度末から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結中間会計

期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

書籍事業（千円） 4,677,768 121.0

コミックス事業（千円） 751,091 86.7

コーポレート・コミュニケーション事業（千円） 421,361 144.3

その他の事業（千円） 184,900 67.9

合計（千円） 6,035,122 114.0

　（注）　１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

　２．前連結会計年度末から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結中間会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

       　 ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

日本出版販売株式会社 1,916,939 36.2 1,969,076 32.6

株式会社トーハン 1,685,192 31.8 1,863,876 30.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,287,646   1,899,921   2,702,088  

２．受取手形   127,760   147,399   154,180  

３．売掛金   6,285,170   6,391,241   5,889,427  

４．有価証券   900,715   603,483   501,988  

５．たな卸資産   1,372,226   1,245,885   1,104,531  

６．繰延税金資産   82,746   173,243   175,181  

７．短期貸付金   128,500   -   -  

８．その他 ※４  256,725   240,922   262,057  

貸倒引当金   △2,557   △2,530   △2,213  

流動資産合計   10,438,934 72.1  10,699,567 74.5  10,787,241 73.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物   644,484   606,343   624,491  

(2）土地   1,062,939   1,062,939   1,062,939  

(3）その他   89,558   70,009   80,267  

有形固定資産合計   1,796,983 12.4  1,739,292 12.1  1,767,698 12.1

２．無形固定資産   26,907 0.2  13,160 0.1  20,257 0.1

３．投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   1,239,080   826,847   940,630  

(2）関係会社株式   110,000   110,000   110,000  

(3）繰延税金資産   209,559   339,542   285,053  

(4）その他   709,909   676,632   725,522  

貸倒引当金   △43,376   △43,376   △43,376  

投資その他の資産
合計

  2,225,173 15.3  1,909,645 13.3  2,017,829 13.9

固定資産合計   4,049,064 27.9  3,662,098 25.5  3,805,785 26.1

資産合計   14,487,999 100.0  14,361,665 100.0  14,593,027 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※２  1,288,600   1,272,200   1,062,700  

２．買掛金   594,781   583,351   578,918  

３．未払金 ※３  1,314,208   1,339,926   1,652,252  

４．未払法人税等   367,410   396,645   453,420  

５．賞与引当金   98,390   83,243   84,096  

６．役員賞与引当金   28,500   21,600   55,000  

７．返品調整引当金   691,922   779,742   459,577  

８．その他 ※４  244,684   316,093   258,577  

流動負債合計   4,628,497 31.9  4,792,802 33.4  4,604,542 31.6

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   75,052   89,335   80,788  

２．役員退職慰労引当
金

  286,543   299,074   285,181  

固定負債合計   361,595 2.5  388,409 2.7  365,970 2.5

負債合計   4,990,092 34.4  5,181,212 36.1  4,970,512 34.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   335,910 2.3  335,910 2.3  335,910 2.3

　２　資本剰余金           

　　(1) 資本準備金  498,034   498,034   498,034   

　　(2) その他資本剰
　　　　余金

 2,329,010   2,329,010   2,329,010   

　    資本剰余金合計   2,827,045 19.5  2,827,045 19.7  2,827,045 19.4

　３　利益剰余金           

　　(1) 利益準備金  15,450   15,450   15,450   

　  (2) その他利益剰
　　　　余金

          

　　    繰越利益剰余
　　　　金

 6,387,982   6,807,272   6,468,023   

　    利益剰余金合計   6,403,432 44.2  6,822,722 47.5  6,483,473 44.4

　４　自己株式   △25,528 △0.1  △743,789 △5.2  △25,528 △0.2

　　株主資本合計   9,540,859 65.9  9,241,888 64.3  9,620,900 65.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

　  その他有価証券
　　　評価差額金

  △43,233 △0.3  △61,716 △0.4  1,333 0.0

　　評価・換算差額等
　　合計

  △43,233 △0.3  △61,716 △0.4  1,333 0.0

Ⅲ　新株予約権   280 0.0  280 0.0  280 0.0

    純資産合計   9,497,906 65.6  9,180,453 63.9  9,622,514 65.9

    負債純資産合計   14,487,999 100.0  14,361,665 100.0  14,593,027 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,878,329 100.0  4,691,604 100.0  7,573,744 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５  2,191,979 56.5  2,482,501 52.9  4,732,903 62.5

売上総利益   1,686,350 43.5  2,209,103 47.1  2,840,841 37.5

返品調整引当金繰
入額

  - -  320,165 6.8  -  

返品調整引当金戻
入益

  57,963 1.5  - -  290,308 3.8

差引売上総利益   1,744,313 45.0  1,888,938 40.3  3,131,149 41.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,041,202 26.9  1,031,579 22.0  2,068,018 27.3

営業利益   703,110 18.1  857,358 18.3  1,063,130 14.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  40,746 1.1  53,418 1.1  106,756 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  125 0.0  3,343 0.1  125 0.0

経常利益   743,731 19.2  907,433 19.3  1,169,761 15.4

Ⅵ　特別利益 ※３  18 0.0  - -  15,430 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  16,542 0.4  8,982 0.2  290,697 3.8

税引前中間（当
期）純利益

  727,206 18.8  898,451 19.1  894,494 11.8

法人税、住民税及
び事業税

 376,034   391,915   660,920   

法人税等調整額  △49,867 326,167 8.4 △10,518 381,397 8.1 △247,506 413,413 5.4

中間（当期）純利
益

  401,038 10.4  517,053 11.0  481,080 6.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

 

前中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,335,010 2,833,044 15,450 6,218,698 6,234,148 △37,739 9,365,363

中間会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - - - - △176,754 △176,754 -
△

176,754

利益処分による役員賞与 - - - - - △55,000 △55,000 - △55,000

中間純利益 - - -  - 401,038 401,038 - 401,038

自己株式の処分 - - △5,999 △5,999 - - - 12,211 6,211

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
- - - - - - - - -

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
- - △5,999 △5,999 - 169,283 169,283 12,211 175,495

平18年9月30日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,329,010 2,827,045 15,450 6,387,982 6,403,432 △25,528 9,540,859

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
385,613 385,613 360 9,751,337

中間会計期間中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - - △176,754

利益処分による役員賞与 - - - △55,000

中間純利益 - - - 401,038

自己株式の処分 - - - 6,211

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△428,847 △428,847 △79 △428,926

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△428,847 △428,847 △79 △253,431

平成18年9月30日　残高

（千円）
△43,233 △43,233 280 9,497,906
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当中間会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成19年3月31日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,329,010 2,827,045 15,450 6,468,023 6,483,473 △25,528 9,620,900

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 - - - - - △177,804 △177,804 -
△

177,804

中間純利益 - - - - - 517,053 517,053 - 517,053

自己株式の取得 - - - - - - - △718,261
△

718,261

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
- - - - - - - - -

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
- - - - - 339,248 339,248 △718,261

△

379,012

平19年9月30日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,329,010 2,827,045 15,450 6,807,272 6,822,722 △743,789 9,241,888

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年3月31日　残高

（千円）
1,333 1,333 280 9,622,514

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 - - - △177,804

中間純利益 - - - 517,053

自己株式の取得 - - - △718,261

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△63,049 △63,049 - △63,049

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△63,049 △63,049 - △442,061

平成19年9月30日　残高

（千円）
△61,716 △61,716 280 9,180,453
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,335,010 2,833,044 15,450 6,218,698 6,234,148 △37,739 9,365,363

事業年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - - - - △176,754 △176,754 -
△

176,754

利益処分による役員賞与 - - - - - △55,000 △55,000 - △55,000

当期純利益 - - - - - 481,080 481,080 - 481,080

自己株式の処分 - - △5,999 △5,999 - - - 12,211 6,211

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
- - - - - - - - -

事業年度中の変動額合計

（千円）
- - △5,999 △5,999 - 249,325 249,325 12,211 255,536

平19年3月31日　残高

（千円）
335,910 498,034 2,329,010 2,827,045 15,450 6,468,023 6,483,473 △25,528 9,620,900

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
385,613 385,613 360 9,751,337

事業年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当 - - - △176,754

利益処分による役員賞与 - - - △55,000

当期純利益 - - - 481,080

自己株式の処分 - - - 6,211

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△384,280 △384,280 △79 △384,359

事業年度中の変動額合計

（千円）
△384,280 △384,280 △79 △128,822

平成19年3月31日　残高

（千円）
1,333 1,333 280 9,622,514
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

①　製品

先入先出法による原価法

②　仕掛品

個別法による原価法

③　貯蔵品

最終仕入原価法

(2)たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低

下による簿価切り下げの方法）

によっております。

①　製品…先入先出法

②　仕掛品…個別法

③　貯蔵品…最終仕入原価法

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　法人税法の規定に基づく定率法

を採用しております。

　但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

(1）有形固定資産

　同左

(1）有形固定資産

　同左

(2）無形固定資産

　法人税法の規定に基づく定額法

を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

　同左

(2）無形固定資産

　同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、また貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

　同左

(1）貸倒引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間会

計期間の負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額の

うち当中間会計期間の負担額を計

上しております。

(3）役員賞与引当金

　同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額の

うち当事業年度の負担額を計上し

ております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）返品調整引当金

　出版物の返品による損失に備え

るため、書籍等の出版事業に係る

売掛金残高に一定期間の返品率及

び売買利益率を乗じた額を計上し

ております。

(4）返品調整引当金

　同左

(4）返品調整引当金

　同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務（簡便法）に基づき、当中間会

計期間末において発生していると

認められる額を計上しております。

(5）退職給付引当金

　同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務（簡便法）に基づき、当事業年

度末において発生していると認め

られる額を計上しております。

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

(6）役員退職慰労引当金

　同左

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　同左 　同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　同左

(1）消費税等の会計処理

　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成18年4月1日

至　平成18年9月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年4月1日

至　平成19年9月30日）

前事業年度

（自　平成18年4月1日

至　平成19年3月31日）

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12

月9日)を適用しております。

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

9,497,625千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

　　　　　　　 ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17

年12月9日）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は、9,622,234千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

 (役員賞与に関する会計基準）

 当中間会計期間より、「役員賞与に関する会

計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29

日)を適用しております。

 この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ

28,500千円減少しております。

　　　　　　　 ───── （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29

日）を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

55,000千円減少しております。

　　　　　　　 ───── 　　　　　　　 ───── （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当事業年度より、「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）が平成20年３月31日以前に開始する事

業年度に係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、同会計基準を適用してお

ります。

　この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

159,195千円減少しております。

　また、この変更は当下半期において同会計

基準適用のための受入準備が整ったことから、

当中間会計期間は、従来の方法によっており

ます。従って、当中間会計期間は、変更後の

方法によった場合に比べて、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は、168,008千円多

く計上されております。

　　　　　　　 ───── （有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間会計期間より、法人税法の改正に伴い、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。この変更に伴う、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与

える影響は軽微であります。

　　　　　　　 ─────

㈱幻冬舎（7843）平成 20 年 3 月期　中間決算短信

－ 45 －



　追加情報

前中間会計期間

（自　平成18年4月1日

至　平成18年9月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年4月1日

至　平成19年9月30日）

前事業年度

（自　平成18年4月1日

至　平成19年3月31日）

　　　　　　　 ───── （有形固定資産の減価償却の方法）

　平成19年3月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の5%に到達し

た翌年度から5年間で均等償却する方法によっ

ております。この結果、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益に与える影響は軽微であり

ます。

　　　　　　　 ─────

　　　　　　　 ───── （自己株式の取得決議）

　当社は下記開催の取締役会において、会社法

第165条第3項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づく自己株式の取得

について、次のとおり決議しました。

 (1) 自己株式の取得を行う理由

　1株当たりの株主価値の向上を図り、経済情

勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行す

るため。

 (2) 取得の方法

　株式会社ジャスダック証券取引所における買

付け

 (3) 取得する株式の数、取得価額及び取得時

期

取締役会開催日 平成19年8月10日

取得する株式の種類
及び数

普通株式
2,300株

取得価額の総額 920,000,000円

取得の時期
平成19年8月13日から
平成20年3月24日

 (4) その他

　上記決議に基づき、下記のとおり取得いたし

ました。

取得の期間
平成19年8月13日から
平成19年9月21日

取得株式数
普通株式
969株

取得価額 294,309,000円

　　　　　　　 ─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       250,022千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

              309,666千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

              281,774千円

※２　中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

　支払手形　　　　　　199,100千円

※２　中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

　支払手形　　　　　　   145,500千円

※２　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしており

ます。なお、当期末日は金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

　支払手形　　　　　　  158,200千円

※３　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（213,975千円）が含まれております。

※３　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（168,875千円）が含まれております。

※３　匿名組合出資金に係る投資損失累計額

（192,441千円）が含まれております。

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※４　　　　　─────

　

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息    1,317千円

有価証券利息    2,773千円

受取賃貸料    6,864千円

保険満期返戻金 5,243千円

匿名組合投資利益   19,494千円

受取利息    1,622千円

有価証券利息    2,238千円

受取賃貸料   15,888千円

保険満期返戻金  7,158千円

匿名組合投資利益   23,566千円

受取利息    2,243千円

有価証券利息   12,496千円

受取賃貸料   22,752千円

匿名組合投資利益   41,029千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息    125千円 支払利息   1,221千円

自己株式取得費用   2,121千円

支払利息     125千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　────── ※３　特別利益のうち主要なもの

 　新株予約権戻入益　　　　　      18千円  　 貸倒引当金戻入益      158千円

役員退職慰労引当金戻入益  15,253千円

新株引受権戻入益      18千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

 　 固定資産除却損　　 　 　    10,762千円

 　 投資有価証券評価損 　 　     5,780千円

 　 固定資産売却損　　 　 　       282千円

 　 投資有価証券評価損 　 　     8,700千円

固定資産除却損   12,189千円

投資有価証券評価損  278,508千円

※５　　　　　────── ※５　中間期末たな卸高は収益性の低下に伴

う簿価切下後の金額であり、次のたな卸

資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

　　　                    43,437千円

※５　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿

価切下後の金額であり、次のたな卸資産

評価損が売上原価に含まれております。

　　　                   159,195千円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産   19,695千円

無形固定資産    8,032千円

有形固定資産   28,930千円

無形固定資産    7,377千円

有形固定資産   54,211千円

無形固定資産   15,882千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 649 - 210 439

合計 649 - 210 439

 （注）自己株式の減少210株は、旧商法の新株引受権の行使によるものであります。

当中間会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 439 2,259 - 2,698

合計 439 2,259 - 2,698

 （注）自己株式の増加2,259株は、市場においての買付けによるものであります。

前事業年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） 649 - 210 439

合計 649 - 210 439

 （注）自己株式の減少210株は、旧商法の新株引受権の行使によるものであります。

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 会社の事業内容に照らして重要性の乏しい

リース取引で、リース契約１件当たりの金額

が、300万円以下であるため、記載を省略して

おります。

 　　　　　　　　同左  　　　　　　　　同左

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額    267,080円

１株当たり中間純利益    11,335円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益

   11,167円

１株当たり純資産額    275,664円

１株当たり中間純利益    14,877円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益

    14,774円

１株当たり純資産額    270,584円

１株当たり当期純利益    13,562円

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益

    13,411円

（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 401,038 517,053 481,080

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち役員賞与）（千円） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 401,038 517,053 481,080

期中平均株式数（株） 35,381 34,756 35,471

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

（うち社債発行差金償却（税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） 532 241 401

（うち新株予約権） (532) (241) (401)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

－

 

 

－

 

 

－

 

 

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 　    　 該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 　    　 該当事項はありません。

 

前事業年度末（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

          当社は下記開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の

        規定に基づく自己株式の取得について次のとおり決議し、実施しました。

       （1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

           自己株式の取得を行う理由

           １株当たりの株主価値の向上を図り、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

          取得の方法

          株式会社ジャスダック証券取引所における買付け

取締役会開催日 取得する株式の種類及び数 取得価額の総額 取得の時期

 平成19年５月18日  普通株式　300株（上限）  100,000,000円（上限）  平成19年５月21日から平成19年６月30日

 平成19年５月28日  普通株式　300株（上限）  120,000,000円（上限）  平成19年５月29日から平成19年６月30日

       （2）その他

          上記取得の結果は、下記のとおり取得いたしました。

取得の期間 取得株式数 取得価額（千円）

 平成19年５月21日から平成19年５月31日  普通株式　440株 139,663
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７．その他
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