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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 8,391 ― 911 ― 961 ― 398 ―

20年3月期第3四半期 8,333 5.5 1,256 △11.7 1,388 △5.3 760 0.4

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3四半期 12,658.99 12,593.76
20年3月期第3四半期 22,295.73 22,140.01

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3四半期 14,509 9,999 67.4 333,384.74
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3四半期  9,772百万円 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 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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3四半期  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3四半期  6,686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3四半期  31,472株 20年3月期第3四半期  34,123株
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 当第３四半期連結累計期間（４月～12月）におけるわが国経済は、サブプライム・ローン問題に端を発した世界的

な金融危機の深刻化により、企業収益や雇用情勢が急速に悪化し、景気の後退が顕著となりました。 

  出版業界では、当第３四半期連結累計期間の出版物（書籍・雑誌合計）の推定販売金額が、前年同期を3.0％下回

る１兆4,532億円となる等、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、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。 

 なお、前年同期の金額及び増減率は、参考として記載しております。 

  

 ① 書籍事業 

（単行本）  

  当第３四半期連結累計期間は137点（前第３四半期連結累計期間は145点）を刊行いたしました。当第３四半期連

結累計期間に刊行した10万部以上のヒット作品は、「竹中式 マトリクス勉強法」（28万部）の１点（同３点）と

なりました。 

（文庫本） 

 当第３四半期連結累計期間は144点（同140点）を刊行いたしました。当第３四半期連結累計期間に刊行した10万

部以上のヒット作品は、「氷の華」（32万部）、「陰日向に咲く」（24万部）等、13点（同10点）となりました。

  また、「闇の子供たち」（平成16年４月刊行、当第３四半期連結累計期間36万部 累計42.1万部）、「償い」

（平成15年６月刊行、当第３四半期連結累計期間35万部 累計62万部）等が発行部数を伸ばしました。 

（新書） 

 当第３四半期連結累計期間は26点（前第３四半期連結累計期間は33点）を刊行いたしました。当第３四半期連結

累計期間に刊行した10万部以上のヒット作品は、「偽善エコロジー」（20.9万部）、「察知力」（19.6万部）、

「仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか」（10.6万部）の３点（同１点）となりました。 

（雑誌） 

 有望な新人作家の発掘に取り組む文芸誌「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、単行本において増刷をする作品が少なかったことにより、売上高は5,923百万円（前第３四半期連結

累計期間比7.4％減）、営業利益は789百万円（同26.5％減）となりました。 

  

 ② コミックス事業 

 コミックス（単行本）等220点（前第３四半期連結累計期間は200点）を刊行いたしました。 

 これらの結果、売上高は1,308百万円（前第３四半期連結累計期間比24.7％増）となりましたが、売上構成の変化に

伴う制作コストの増加及び返品調整引当金戻入益の減少により、営業損失は75百万円（前第３四半期連結累計期間は営

業損失16百万円）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37点（前第３四半期連結累計期間は22点）を刊行し、会社案内、事業報告書等ＰＲ・ＩＲツ

ール56点（同70点）を制作いたしました。 

 これらの結果、売上高は750百万円（前第３四半期連結累計期間比22.3％増）、営業利益は219百万円（同45.9％増）

となりました。 

  

 ④ 個人出版事業 

 個人出版書籍88点（前第３四半期連結累計期間は93点）を刊行いたしました。 

 これらの結果、売上高は311百万円（前第３四半期連結累計期間比12.7％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22百万円（前第３四半期連結累計期間は営業利益47百万円）となりました。 

  

 ⑤ その他の事業 

 連結子会社の株式会社幻冬舎エデュケーションが、平成20年７月より事業を開始し、教育関連出版物、知育玩具等19

点を制作・販売いたしました。 

 これらの結果、売上高は97百万円、営業損失は１百万円となりました。 

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 
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 以上により、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高8,391百万円（前第３四半期連結累計期間比0.7％増）、営

業利益は911百万円（同27.5％減）、経常利益は961百万円（同30.7％減）、四半期純利益は398百万円（同47.6％減）

となりました。  

  

  

(1) 財政状態の変動状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は14,509百万円（前連結会計年度末比3.6％減）となりました。 

 流動資産は10,919百万円（同4.6％減）、固定資産は3,589百万円（同0.5％減）となりました。 

 流動資産の減少の主な要因は、受取手形及び売掛金919百万円の増加（同15.7％増）がありましたが、現金及び預

金1,363百万円の減少（同47.1％減）等によるものであります。 

 負債は、未払法人税等421百万円の減少（同89.3％減）、短期借入金100百万円の減少（同100.0％減）等が主な要

因となり、前連結会計年度末に比べ400百万円減少（同8.2％減）し、4,509百万円となりました。  

 純資産は、利益剰余金238百万円の増加（同3.0％増）がありましたが、自己株式436百万円の増加（同38.4％増）

等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ146百万円減少（同1.4％減）し、9,999百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累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2,033百万円（前

連結会計年度末比1,462百万円減）となりました。 

 当第３四半期連結累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914百万円ありましたが、売上債権の増加額919百

万円、法人税等の支払額921百万円等により、668百万円（前年同期間は39百万円の支出）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、有形固定資産の取得による支出33百万円等

により、101百万円（前年同期間は20百万円の支出）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、自己株式の取得による支出440百万円、配当金の支払額158百万円、短期借入金

の返済による支出100百万円等により、698百万円（前年同期間は1,261百万円の支出）となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における経営成績に関しましては、平成21年３月期の連結業績予想の計画を下回る水準

で推移しております。 

 業績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、今後も不透明な状況が予測され、第４四半期の動

向等不確実な点も多いため、現時点におきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想を据え置いてお

ります。 

 今後、開示が必要とされる変化が生じた場合には、適切に開示をいたします。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。  

   

   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３四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。  

  

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） 

（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 

（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 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 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,528,189 2,891,480

受取手形及び売掛金 6,765,698 5,846,267

有価証券 505,304 604,439

商品及び製品 1,279,480 1,247,133

仕掛品 315,423 378,385

原材料及び貯蔵品 59,936 63,815

繰延税金資産 254,750 271,800

その他 219,108 162,444

貸倒引当金 △8,221 △16,255

流動資産合計 10,919,671 11,449,511

固定資産   

有形固定資産 1,708,912 1,721,592

無形固定資産 34,428 39,292

投資その他の資産 1,846,625 1,846,942

固定資産合計 3,589,965 3,607,827

資産合計 14,509,636 15,057,339

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,386,530 2,250,524

短期借入金 － 100,000

未払法人税等 50,461 472,125

賞与引当金 63,804 103,680

役員賞与引当金 67,687 56,200

返品調整引当金 619,985 669,868

その他 884,778 849,937

流動負債合計 4,073,248 4,502,335

固定負債   

退職給付引当金 103,277 95,280

役員退職慰労引当金 333,258 312,967

固定負債合計 436,536 408,247

負債合計 4,509,784 4,910,583
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,825,395 2,827,045

利益剰余金 8,185,420 7,946,874

自己株式 △1,573,575 △1,137,035

株主資本合計 9,773,150 9,972,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △310 △3,376

評価・換算差額等合計 △310 △3,376

新株予約権 272 280

少数株主持分 226,739 177,057

純資産合計 9,999,852 10,146,756

負債純資産合計 14,509,636 15,057,339
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,391,327

売上原価 5,305,053

売上総利益 3,086,274

返品調整引当金戻入額 49,883

差引売上総利益 3,136,157

販売費及び一般管理費 2,224,752

営業利益 911,404

営業外収益  

受取利息 4,401

受取配当金 705

保険解約返戻金 17,300

匿名組合投資利益 25,931

その他 8,969

営業外収益合計 57,307

営業外費用  

支払利息 424

自己株式取得費用 1,276

為替差損 3,905

その他 1,875

営業外費用合計 7,481

経常利益 961,231

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,033

特別利益合計 8,033

特別損失  

固定資産除却損 517

固定資産売却損 327

子会社株式評価損 31

投資有価証券評価損 54,352

特別損失合計 55,229

税金等調整前四半期純利益 914,035

法人税等 465,953

少数株主利益 49,681

四半期純利益 398,400
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 914,035

減価償却費 53,332

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,033

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,875

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,487

返品調整引当金の増減額（△は減少） △49,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,997

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,291

受取利息及び受取配当金 △5,106

支払利息 424

有形固定資産売却損益（△は益） 327

投資有価証券評価損益（△は益） 54,352

映画製作出資金の増減額(△は増加) △26,730

売上債権の増減額（△は増加） △919,430

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,493

仕入債務の増減額（△は減少） 136,990

その他の流動資産の増減額（△は増加） 16,692

その他の固定資産の増減額（△は増加） 6,035

その他の流動負債の増減額（△は減少） 35,420

その他 5,730

小計 248,551

利息及び配当金の受取額 5,106

利息の支払額 △357

法人税等の支払額 △921,535

営業活動によるキャッシュ・フロー △668,234

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 △33,777

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 △3,356

投資有価証券の取得による支出 △10,478

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 △101,328

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △440,238

配当金の支払額 △158,854

その他 765

財務活動によるキャッシュ・フロー △698,327
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,467,890

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 2,033,494
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  
 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

 （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 

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、第１四半期連結会計期間において、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％以上となったため、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316,602千

円、営業損失は22,081千円それぞれ減少し、「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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 

5,923,618 1,308,396 750,460 311,185 97,667 8,391,327 - 8,391,327 

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

23,672 5 10,745 5,417 - 39,841 (39,841) - 

計 5,947,290 1,308,402 761,206 316,602 97,667 8,431,168 (39,841) 8,391,327 

営業利益（又

は営業損失） 
789,736 △75,009 219,793 △22,081 △1,313 911,126 278 911,404 

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 
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  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  8,333,949

Ⅱ 売上原価  4,853,503

売上総利益  3,480,445

 返品調整引当金繰入額  137,254

 差引売上総利益  3,343,191

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,086,639

営業利益  1,256,552

Ⅳ 営業外収益  138,861

 受取利息  5,232

 受取配当金  348

 保険満期返戻金  99,702

 保険解約返戻金  1,747

 匿名組合投資利益  23,566

 その他  8,264

Ⅴ 営業外費用  7,376

 支払利息  1,844

 自己株式取得費用  4,025

 その他  1,507

経常利益  1,388,037

Ⅵ 特別利益  4,387

 持分変動利益  4,387

Ⅶ 特別損失  27,298

 固定資産売却損  282

 投資有価証券評価損  27,016

税金等調整前四半期純利益  1,365,127

法人税等  557,027

少数株主利益  47,301

四半期純利益  760,797
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

（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３四半期） 

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  1,365,127

 減価償却費  63,449

 返品調整引当金の増減額  137,254

 売上債権の増減額 △171,280

 たな卸資産の増減額 △358,018

 仕入債務の増減額 △188,280

 その他  146,491

小計  994,742

 利息及び配当金の受取額  5,581

 利息の支払額 △1,844

 法人税等の支払額 △1,037,641

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△39,161

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 △2,090

 投資有価証券の取得による支出 △25,200

 その他  7,155

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△20,134

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 短期借入れによる収入  30,000

 自己株式の取得による支出 △1,115,532

 配当金の支払額 △176,045

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,261,577

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額 

△1,320,873

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  2,212,354
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。  

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  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 

6,394,599 1,049,525 613,673 276,150 8,333,949 - 8,333,949 

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

19,761 - 7,398 640 27,800 (27,800) - 

計 6,414,361 1,049,525 621,072 276,790 8,361,749 (27,800) 8,333,949 

営業費用 5,339,951 1,065,928 470,410 228,847 7,105,137 (27,739) 7,077,397 

営業利益 

(又は損失)  
1,074,410 △16,402 150,661 47,943 1,256,612 (60) 1,256,552 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

  

（株） 幻冬舎 (7843) 平成21年３月期　第３四半期決算短信

－ 14 －


	第16期第3四半期決算短信本文 1.pdf
	第16期第3四半期決算短信本文 2
	第16期第3四半期決算短信本文 3



