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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1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10月期第1四半期 5,759 ― △260 ― △95 ― △71 ―

20年10月期第1四半期 6,050 △0.6 △20 ― 7 △88.9 △14 ―

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10月期第1四半期 △2.90 ―

20年10月期第1四半期 △0.58 ―

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10月期第1四半期 17,932 6,801 37.7 273.98
20年10月期 18,314 7,092 38.4 285.40

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  6,753百万円 20年10月期  7,034百万円

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10月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 0.00 ― 4.50 4.50

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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 12,830 1.3 △150 ― 40 △58.2 0 ― 0.00
通期 27,270 5.4 180 ― 390 ― 210 ― 8.52

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、３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、３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．上記に記載した予想数値は、現在入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により異なる
可能性があります。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第1四半期  24,650,800株 20年10月期  24,650,800株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  1,600株 20年10月期  1,600株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  24,649,200株 20年10月期第1四半期  24,649,200株
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【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のわが国経済は、昨年９月に発生した世界規模での金融市場の混乱が株価の大

幅な下落や円高の進行をもたらし、輸出の減少・設備投資や消費の減退さらに深刻な雇用問題へと実体経済

に深刻な影響を及ぼしました。 

このような経済環境のなかで、情報・印刷事業、ダイレクト・マーケティング事業を行う当社グループの

経営環境は、企業の広告費の削減や価格競争、個人消費の伸び悩み等厳しい状況が続きました。情報・印刷

事業では高付加価値製品の販路拡大や新製品の開発への取組み、ダイレクト・マーケティング事業では、新

商品の開発とともに効率的な広告戦略を通じて利益確保に努めております。 

こうした中、当社の第１四半期連結会計期間の売上高は5,759,840千円営業損失は260,135千円、経常損失

は95,442千円、四半期純損失は71,498千円となりました。 

 

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情報・印刷事業 

情報・印刷事業におきましては、企業の広告費の削減とそれに伴う価格競争が激しく既存顧客の深耕・新

規顧客の開拓・新製品の販路拡大に努めましたが、売上高は3,929,786千円、営業損失は52,554千円となり

ました。 

②ダイレクト・マーケティング事業 

ダイレクト・マーケティング事業におきましては、美容食品の売上強化、広告宣伝活動においては、チラ

シ・ＷＥＢ・ラジオ等の連動（メディアミックス）による顧客の需要喚起が奏効し、国内消費が大幅な落込

みとなっている中でほぼ前年同期並みの売上確保をすることが出来ました。 

この結果、売上高は2,236,698千円、営業利益は70,384千円となりました。 

 

 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 

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は17,932,440千円と、前連結会計年度末に比べて381,849千

円減少いたしました。これは主として、現金及び預金が270,501千円減少、受取手形及び売掛金が332,275千

円減少した一方で、機械装置及び運搬具が516,142千円増加したことによるものであります。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は11,130,529千円と、前連結会計年度末に比べてほとんど増減は

ありません。 

(純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は6,801,911千円と、前連結会計年度末に比べて290,606千円

減少となりました。これは主として、配当金の支払110,921千円、四半期純損失71,498千円によるものであ

ります。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,911,789千円

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、77,270千円となりました。これは主として、売上債権の減少332,275千

円、仕入債務の減少287,893千円、法人税等の支払額129,670千円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は、19,937千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による

支出160,737千円、出資金の減少による収入239,380千円によるものです。 

(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、212,926千円となりました。これは主として、長期借入金の返

済による支出163,011千円によるものです。 
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 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年10月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年12月８日に公表い

たしました業績予想に変更はありません。今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

 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） 

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棚卸資産の評価方法 

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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 ③税金費用の計算 

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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

「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

から早期に適用し、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

準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しリース資産として計上しており

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、残存価額については、リース契約

上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零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。 

これにより、有形固定資産が500,087千円増加しております。なお、損益に与える影響は軽微でありま

す。 

また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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21年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,378,767 2,649,269

受取手形及び売掛金 4,130,438 4,462,713

商品及び製品 777,142 668,023

原材料及び貯蔵品 421,830 443,202

仕掛品 65,324 90,874

その他 931,310 933,297

貸倒引当金 △139,682 △154,697

流動資産合計 8,565,130 9,092,683

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,956,594 1,979,195

機械装置及び運搬具（純額） 2,552,171 2,036,029

土地 2,573,127 2,573,127

その他（純額） 685,657 766,624

有形固定資産合計 7,767,551 7,354,976

無形固定資産 269,051 272,844

投資その他の資産   

投資有価証券 834,388 880,604

その他 832,251 1,061,867

貸倒引当金 △335,932 △348,684

投資その他の資産合計 1,330,706 1,593,787

固定資産合計 9,367,309 9,221,607

資産合計 17,932,440 18,314,290
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(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年１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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,278,926 1,567,702

短期借入金 958,436 907,871

ファクタリング未払金 4,755,160 4,633,025

未払法人税等 7,771 128,021

賞与引当金 88,728 144,061

その他 1,438,998 1,567,482

流動負債合計 8,528,021 8,948,163

固定負債   

長期借入金 1,653,318 1,807,809

退職給付引当金 216,347 208,081

その他 732,843 257,718

固定負債合計 2,602,508 2,273,609

負債合計 11,130,529 11,221,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,625 1,667,625

資本剰余金 1,759,449 1,759,449

利益剰余金 3,515,311 3,697,731

自己株式 △529 △529

株主資本合計 6,941,857 7,124,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △127,093 △102,156

為替換算調整勘定 △61,422 12,763

評価・換算差額等合計 △188,516 △89,392

少数株主持分 48,570 57,633

純資産合計 6,801,911 7,092,517

負債純資産合計 17,932,440 18,314,290
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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11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 5,759,840

売上原価 3,835,078

売上総利益 1,924,761

販売費及び一般管理費 2,184,897

営業損失（△） △260,135

営業外収益  

受取利息 1,352

受取配当金 5,994

匿名組合投資利益 186,808

その他 15,275

営業外収益合計 209,430

営業外費用  

支払利息 13,470

持分法による投資損失 6,021

為替差損 11,606

その他 13,640

営業外費用合計 44,738

経常損失（△） △95,442

特別利益  

貸倒引当金戻入額 21,136

その他 67

特別利益合計 21,203

特別損失  

固定資産売却損 9,282

固定資産除却損 1,275

投資有価証券評価損 3,732

その他 195

特別損失合計 14,485

税金等調整前四半期純損失（△） △88,725

法人税等 △15,670

少数株主損失（△） △1,556

四半期純損失（△） △71,498
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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11月１日 
 至 平成21年１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損失（△） △88,725

減価償却費 207,827

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,333

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12,578

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,766

受取利息及び受取配当金 △7,346

持分法による投資損益（△は益） 6,021

支払利息 13,470

為替差損益（△は益） 11,147

固定資産売却損益（△は益） 9,282

固定資産除却損 1,275

投資有価証券評価損益（△は益） 3,732

売上債権の増減額（△は増加） 332,275

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,111

仕入債務の増減額（△は減少） △287,893

ファクタリング未払金の増減額（△は減少） 129,920

その他 △146,215

小計 54,405

利息及び配当金の受取額 6,867

利息の支払額 △8,872

法人税等の支払額 △129,670

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,270

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △144,000

定期預金の払戻による収入 132,000

有形固定資産の取得による支出 △160,737

有形固定資産の売却による収入 804

無形固定資産の取得による支出 △51,143

投資有価証券の取得による支出 △601

投資有価証券の償還による収入 18,333

貸付けによる支出 △20,000

貸付金の回収による収入 8,960

出資金の回収による収入 239,380

その他 △3,059

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,937
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(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 61,038

長期借入金の返済による支出 △163,011

配当金の支払額 △110,921

その他 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,501

現金及び現金同等物の期首残高 2,194,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,911,789
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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(5) セグメント情報 

【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11月１日 至 平成21年１月31日） 

 

 
情報・印刷事業

(千円) 

ダイレクト・マ
ーケティング事

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 3,525,054 2,234,786 5,759,840 －  5,759,840 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

404,731 1,912 406,644 （406,644） － 

計 3,929,786 2,236,698 6,166,484 （406,644） 5,759,840 

営業利益又は営業損失（△） △52,554 70,384 17,830 （277,965） △260,135 

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質、製造方法、市場及び販売方法の類似性に基づき、情報・印刷事業と 

     ダイレクト・マーケティング事業に区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

(1) 情報・印刷事業 

宣伝印刷物（チラシ、フリーペーパー、カタログ、パンフレット等）、ダイレクトメール（パー

ソナルな販促・告知媒体の葉書、封書等）、セールスプロモーション用品（ＰＯＰ、ポスター等）

及び業務印刷物（封筒、伝票、帳票類）の商業印刷物等の製造販売並びにデジタルコンテンツ企画

制作を行っております。 

(2) ダイレクト・マーケティング事業 

ヘアケア・化粧品、美容食品、健康補助食品、輸入家具、寝具・雑貨、環境洗剤等の商品企画・

開発及び通信販売を行っております。 

３ セグメント間の内部売上高に関しましては社内の標準価格に基づき決定しております。 

４ 会計処理基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

「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）を当第１四半期

連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

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、残存価額については、リース

契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零として算定する方

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。 

これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

  全セグメントの売上高の合計金額に占める日本の割合が、90％を越えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

  海外売上高が、連結売上高の10％未満の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」 

（1）（要約）前四半期連結損益計算書 

 （単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年１月31日) 科  目 

金額 

Ⅰ 売上高 6,050,425 

Ⅱ 売上原価 3,886,811 

   売上総利益 2,163,614 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

 1. 広告宣伝費 722,301 

 2. 荷造発送費 256,523 

 3. 貸倒引当金繰入額 12,071 

 4. 従業員給与手当 464,750 

 5. 賞与引当金繰入額 25,050 

 6. 退職給付費用 3,643 

 7. その他 700,057 

  販売費及び一般管理費合計 2,184,398 

   営業損失 20,784 

Ⅳ 営業外収益  

 1. 受取利息 2,105 

 2. 受取配当金 6,577 

 3. 受取賃貸収入 10,136 

 4. 投資利益 26,586 

 5. その他 6,638 

  営業外収益合計 52,043 

Ⅴ 営業外費用  

 1. 支払利息 9,843 

 2. コミットメント手数料 1,562 

 3. 持分法による投資損失 3,091 

 4. 賃貸原価 8,691 

 5. その他 650 

  営業外費用合計 23,840 

   経常利益 7,419 

Ⅵ 特別利益  

 1. 持分変動益 970 

  特別利益合計 970 

Ⅶ 特別損失  

 1. 固定資産除却損 5,694 

 2. 貸倒引当金繰入額 4,297 

  特別損失合計 9,991 

   税金等調整前四半期純損失 1,601 

   法人税、住民税及び事業税 18,348 

   法人税等調整額 △248 

   少数株主損失(△) △5,308 

   四半期純損失 14,392 
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（2）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年１月31日) 

区分 金額 

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損失 1,601 

   減価償却費 204,731 

   賞与引当金の増減額 △73,796 

   退職給付引当金の増減額 6,108 

   貸倒引当金の増減額 11,021 

   受取利息及び受取配当金 △8,683 

   持分法による投資損益 3,091 

   支払利息 9,843 

   固定資産除却損 5,694 

   売上債権の増減額 128,540 

   たな卸資産の増減額 △106,701 

   仕入債務の増減額 △83,385 

   ファクタリング未払金の増減額 231,183 

   その他 295,977 

    小計 622,025 

   利息及び配当金の受取額 8,045 

   利息の支払額 △9,568 

   法人税等の支払額 △67,543 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 552,958 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   定期預金の預入による支出 △42,000 

   定期預金の払戻しによる収入 132,000 

   有形固定資産の取得による支出 △579,070 

   投資有価証券の取得による支出 △14,019 

   投資有価証券の償還による収入 18,333 

   貸付金の回収による収入 1,556 

   無形固定資産の取得による支出 △16,912 

   その他 △2,103 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △502,216 

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 △172,228 

   少数株主からの払込みによる収入 5,000 

   配当金の支払額 △110,921 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △278,149 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,733 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △225,673 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,479,226 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,253,552 
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（3） セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年１月31日） 

（単位：千円）

 情報・印刷事業
ダイレクト・
マーケティング

事業 
計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業利益      

 売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 3,791,047 2,259,377 6,050,425 ― 6,050,425

(2)セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

378,368 ― 378,368 (378,368) ―

計 4,169,416 2,259,377 6,428,794 (378,368) 6,050,425

営業費用 3,945,361 2,276,002 6,221,364 (150,154) 6,071,210

営業利益又は営業損失(△) 224,054 △16,624 207,430 (228,214) △20,784
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６．その他の情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当第１四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 3,536,022

(注)１ 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

  ２ 外部顧客に対する生産実績を示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 3,129,748

  ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 商品仕入実績 

当第１四半期連結累計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)１ 上記金額は仕入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 受注実績 

当第１四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 事業の種類別セグメントの名称 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

情報・印刷事業 3,969,981 1,013,222

(注)１ 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

  ２ 外部顧客に対する受注実績を示すと、次のとおりであります。 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 
事業の種類別 

セグメントの名称 

受注高（千円） 受注残高（千円） 

情報・印刷事業 3,549,012 962,587

  ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 51,249

ダイレクト・マーケティング事業 866,586

合計 917,836
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④ 販売実績 

当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 3,929,786

ダイレクト・マーケティング事業 2,236,698

セグメント間の内部売上高 △406,644

合計 5,759,840

(注)１ 外部顧客に対する販売実績を示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 3,525,054

ダイレクト・マーケティング事業 2,234,786

合計 5,759,840

２ 当第１四半期連結累計期間における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。 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 
相手先 

 金額（千円）  割合（％） 

株式会社ぱど 596,243 10.4

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 重要な訴訟等 

   当社は、平成20年７月31日に株式会社林原等と締結した「株式譲渡契約」の契約解除に伴い、株式会社林原 

  等に対して、既に支払った株式譲渡代金５億９千９百万円の返還を求める訴訟を平成20年11月28日に東京地方 

  裁判所に提起し、現在係争中であります。 
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