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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 2,628 ― 249 ― 260 ― 155 ―

20年3月期第1四半期 2,856 18.5 403 △19.0 405 △16.8 229 △1.1

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

21年3月期第1四半期 4,881.61 4,852.81
20年3月期第1四半期 6,485.12 6,440.94

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

21年3月期第1四半期 14,618 10,062 67.7 313,010.15
20年3月期 15,057 10,146 66.2 311,827.00

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,894百万円 20年3月期  9,969百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5,000.00 5,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 5,900 △2.2 850 △18.2 850 △21.3 450 △24.9 14,075.00
通期 12,000 4.3 1,800 4.1 1,950 2.3 1,100 23.3 34,406.00

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧くだ
さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  36,000株 20年3月期  36,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,388株 20年3月期  4,029株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  31,925株 20年3月期第1四半期  35,402株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム・ローン問題の長期化による世界的な金融不安や

原油価格の高騰による物価上昇から、企業収益や個人消費が伸び悩み、景気の減速傾向が強まりました。

　出版業界では、平成20年上半期（１月～６月）の出版物（書籍・雑誌合計）の推定販売金額が、前年同期を3.9％下

回る１兆302億円となる等、依然として厳しい状況が続いております（社団法人全国出版協会・出版科学研究所調べ）。

　このような環境の中、当社グループ（当社及び連結子会社４社）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、グループ事業基盤の強化・拡充を図ってまいりました。　

 

　事業の種類別セグメントは次のとおりであります。

 

①　書籍事業

（単行本）

　当第１四半期連結会計期間は47点（前第１四半期連結会計期間は44点）を刊行いたしました。当第１四半期連結会

計期間に刊行した10万部以上のヒット作品は0点（同1点）でしたが、前連結会計年度に刊行した「日本のおかず」（当

第１四半期連結会計期間12.8万部　累計14万部）が当第１四半期連結会計期間に入り発行部数を伸ばしました。

（文庫本）

　当第１四半期連結会計期間は53点（前第１四半期連結会計期間は49点）を刊行いたしました。「証し」（14万部）、

「レンタル・チルドレン」（14万部）等、当第１四半期連結会計期間に刊行した10万部以上のヒット作品は2点（同2

点）となりました。

（新書）

　当第１四半期連結会計期間は9点（前第１四半期連結会計期間は8点）を刊行いたしました。「察知力」（10万部）

等、当第１四半期連結会計期間に刊行した10万部以上のヒット作品は1点（同1点）となりました。

（雑誌）

　直木賞受賞作品の輩出や有望な新人作家の発掘等で実績を残す文芸誌「パピルス」、独自の視点からライフスタイ

ルを提案する男性誌「ゲーテ」は、創刊より約３年を経て、一層の内容の充実に注力しております。

　これらの結果、売上高は2,079百万円（前第１四半期連結会計期間比10.7％減）、営業利益は374百万円（同8.4％

増）となりました。

 

②　コミックス事業

　コミックス（単行本）等61点（前第１四半期連結会計期間は51点）を刊行いたしました。平成20年3月に刊行した

「ヘタリア　Axis Powers」が好調に増刷を重ねたほか、大手ポータルサイトの無料マガジンコーナーへ作品を掲載す

る等、新規読者層の開拓にも注力いたしました。しかしながら、全体として増刷をする作品が少なかったこと及び返

品率の上昇により、減収減益となりました。

　これらの結果、売上高は288百万円（前第１四半期連結会計期間比7.5％減）、営業損失は54百万円（前第１四半期

連結会計期間は営業利益31百万円）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10点（前第１四半期連結会計期間は5点）を刊行し、会社案内、事業報告書等ＰＲ・ＩＲ

ツール23点（同30点）を制作いたしました。企業向けセミナーを実施する等、新たな営業戦略を展開しました。

 これらの結果、売上高は179百万円（前第１四半期連結会計期間比21.7％増）となりましたが、営業活動費用及び社

内体制の整備に伴う人件費の増加等により、営業損失は21百万円（前第１四半期連結会計期間は営業利益8百万円）と

なりました。

 

④　個人出版事業

　個人出版書籍26点（前第１四半期連結会計期間は23点）を刊行いたしました。前期に引き続き、出版セミナー・相

談会を実施する等、事業基盤の拡充を図りました。

　これらの結果、売上高は80百万円（前第１四半期連結会計期間比17.8％増）となりましたが、在庫の評価損の増加

に伴い原価率が上昇し、営業損失は45百万円（前第１四半期連結会計期間は営業利益17百万円）となりました。　
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⑤　その他の事業

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度まで非連結子会社でありました株式会社ワイドレシーバーの

社名を株式会社幻冬舎エデュケーションに変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間より同社を連結の範

囲に含めております。

　なお、同社では今後、教育関連出版物の制作、販売等を予定しておりますが、本格的な事業展開のための準備段階

であり、当第１四半期連結会計期間において売上高等はありません。　　

 

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高2,628百万円（前第１四半期連結会計期間比8.0％減）、

営業利益は249百万円（同38.2％減）、経常利益は260百万円（同35.6％減）、四半期純利益は155百万円（同32.1％

減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1)　財政状態の変動状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は14,618百万円（前連結会計年度末比2.9％減）となりました。

　流動資産は10,951百万円（同4.3％減）、固定資産は3,666百万円（同1.6％増）となりました。

　流動資産の減少の主な要因は、法人税等の支払等に伴う現金及び預金285百万円の減少（同9.9％減）、受取手形

及び売掛金289百万円の減少（同5.0％減）等によるものであります。　　　　

　固定資産の増加の主な要因は、会員権78百万円の増加（同31.7％増）等によるものであります。

　負債は、未払法人税等303百万円の減少（同64.2％減）等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ354百万円

減少（同7.2％減）し、4,555万円となりました。

　純資産は、自己株式77百万円の増加（同6.8％増）等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ84百万円減少

（同0.8％減）し、10,062百万円となりました。　　　　

 

　  (2)  キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期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。）の期末残高は3,210百万円（前

連結会計年度末比285百万円減）となりました。　　　　

　当第１四半期連結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次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、税金等調整前四半期純利益が269百万円、売上債権の減少額が289百万円等あり

ましたが、法人税等の支払額474百万円等により、21百万円（前年同期間は512百万円の支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、会員権の取得による支出78百万円等により、68百万円（同2百万円の支出）

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、配当金の支払額123百万円、自己株式の取得による支出77百万円により、200百

万円（同570百万円の支出）となりました。　　

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はございません。
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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）　

　　　　該当事項はありません。

(2)　簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　　　１．簡便な会計処理

　　　　　　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

　

　　　　　　卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

 ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

　　　　　　会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており

　　　　　　ます。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　

(3)　四半期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

 １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

　　 に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連

　　 結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 ２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

　　 っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改

　　 正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

　　 基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四

 　　半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、リース資産

   　の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっておりま

　　 す。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　　 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,605,737 2,891,480

受取手形及び売掛金 5,556,462 5,846,267

有価証券 604,916 604,439

商品及び製品 1,283,356 1,247,133

仕掛品 363,107 378,385

原材料及び貯蔵品 63,815 63,815

繰延税金資産 272,029 271,800

その他 209,041 162,444

貸倒引当金 △6,552 △16,255

流動資産合計 10,951,914 11,449,511

固定資産   

有形固定資産 1,717,654 1,721,592

無形固定資産 37,421 39,292

投資その他の資産 1,911,402 1,846,942

固定資産合計 3,666,478 3,607,827

資産合計 14,618,392 15,057,339

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,161,082 2,250,524

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 169,064 472,125

賞与引当金 63,534 103,680

役員賞与引当金 21,562 56,200

返品調整引当金 603,960 669,868

その他 1,016,941 849,937

流動負債合計 4,136,144 4,502,335

固定負債   

退職給付引当金 99,736 95,280

役員退職慰労引当金 319,913 312,967

固定負債合計 419,649 408,247

負債合計 4,555,794 4,910,583
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 335,910 335,910

資本剰余金 2,827,045 2,827,045

利益剰余金 7,942,866 7,946,874

自己株式 △1,214,073 △1,137,035

株主資本合計 9,891,747 9,972,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,129 △3,376

評価・換算差額等合計 3,129 △3,376

新株予約権 280 280

少数株主持分 167,441 177,057

純資産合計 10,062,598 10,146,756

負債純資産合計 14,618,392 15,057,339
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,628,093

売上原価 1,671,615

売上総利益 956,478

返品調整引当金戻入額 65,908

差引売上総利益 1,022,386

販売費及び一般管理費 772,999

営業利益 249,386

営業外収益  

受取利息 596

受取配当金 525

為替差益 2,656

匿名組合投資利益 6,533

その他 2,864

営業外収益合計 13,176

営業外費用  

支払利息 219

自己株式取得費用 363

その他 1,125

営業外費用合計 1,708

経常利益 260,854

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,702

特別利益合計 9,702

特別損失  

固定資産除却損 281

固定資産売却損 327

子会社株式評価損 31

特別損失合計 640

税金等調整前四半期純利益 269,916

法人税等 123,686

少数株主損失（△） △9,616

四半期純利益 155,846
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 269,916

減価償却費 17,479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,702

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,146

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,637

返品調整引当金の増減額（△は減少） △65,908

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,455

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,946

受取利息及び受取配当金 △1,121

支払利息 219

有形固定資産売却損益（△は益） 327

売上債権の増減額（△は増加） 289,804

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,944

仕入債務の増減額（△は減少） △86,198

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,102

その他の固定資産の増減額（△は増加） △4,871

その他の流動負債の増減額（△は減少） 125,879

その他 5,611

小計 452,009

利息及び配当金の受取額 1,121

利息の支払額 △214

法人税等の支払額 △474,355

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,438

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △12,890

有形固定資産の売却による収入 2,149

無形固定資産の取得による支出 △1,783

会員権の取得による支出 △78,617

匿名組合出資金の払戻による収入 22,750

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,390

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △77,401

配当金の支払額 △123,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △290,731

現金及び現金同等物の期首残高 3,495,919

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,210,654
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　　（４）継続企業の前提に関する注記

　　　　　該当事項はありません。

 

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６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）

個人出版
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）

Ⅰ　売上高及び営

業利益

売上高

(1）外部顧客に

対する売上

高

2,079,556 288,391 179,486 80,659 - 2,628,093 - 2,628,093

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

6,120 1 4,500 1,714 - 12,335 (12,335) -

計 2,085,676 288,392 183,986 82,373 - 2,640,429 (12,335) 2,628,093

営業利益（又は

営業損失）
374,387 △54,224 △21,260 △45,433 △4,135 249,333 53 249,386

　（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等

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

個人出版事業 個人出版物

その他の事業 教育出版物・玩具等

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「個人出版事業」は、当第１四半期連結累計期間において、

当該セグメントの営業損失の絶対値が営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の絶対値に対し

て10％以上となっているため、区分掲記しております。

　この結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比べ、「その他の事業」の売上高は82,373千円、

営業損失は45,433千円それぞれ減少し、「個人出版事業」については、それぞれ同額増加しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　当四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）　

　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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

　当四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）　

　　　　　海外売上高は、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。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,856,938

Ⅱ　売上原価 1,473,887

返品調整引当金繰入額 304,714

売上総利益 1,078,337

Ⅲ　販売費及び一般管理費 675,002

営業利益 403,334

Ⅳ　営業外収益 3,248

受取利息　 578

受取配当金　 171

その他　 2,499

Ⅴ　営業外費用 1,422

自己株式取得費用　 1,415

その他　 7

経常利益 405,160
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科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅵ　特別利益 6,802

貸倒引当金戻入益　 2,414

持株変動利益　 4,387

Ⅶ　特別損失 282

固定資産売却損　 282

税金等調整前四半期純利益 411,681

税金費用 178,567

少数株主利益 3,529

四半期純利益 229,584
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期純利益 411,681

減価償却費　 21,620

返品調整引当金の増減額　 304,714

売上債権の増減額　 △302,705

たな卸資産の増減額　 △234,371

仕入債務の増減額　 39,097

その他　 △105,796

小計 134,240

利息及び配当金の受取額　 749

法人税等の支払額　 △647,117

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△512,127

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

有形固定資産の取得による
支出　

△1,368

投資有価証券の取得による
支出

△1,200

その他　 △326

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,894

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

自己株式取得による支出 △425,367

配当金の支払額　 △144,719

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△570,087

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

△1,085,109

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,538,759

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期末
残高

2,448,117
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

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）

Ⅰ　売上高及び営

業利益

売上高

(1）外部顧客に

対する売上

高

2,329,364 311,684 147,438 68,450 2,856,938 - 2,856,938

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

6,180 - 2,100 640 8,920 (8,920) -

　　計 2,335,544 311,684 149,538 69,090 2,865,858 (8,920) 2,856,938

営業費用 1,990,099 279,828 141,338 51,355 2,462,621 (9,017) 2,453,604

営業利益 345,445 31,856 8,200 17,735 403,237 96 403,334

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　　　　　海外売上高は、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。
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