
 

 
平成21年５月15日

各　位

会社名 株式会社幻冬舎

代表者名 代表取締役社長 見　城　　徹

 （JASDAQ・コード7843）

問合先  

役職氏名 取締役経営企画局局長 久保田　貴幸

（電話 　03-5411-6250）

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について

 

　当社は、本日（平成21年５月15日）付開示「過年度決算短信等の一部訂正について」において過年度決算を訂正する旨

をお知らせいたしましたが、これに基づき「平成21年３月期　第１四半期決算短信」（平成20年８月６日付開示）の内容

の一部について、下記のとおり訂正いたします。

　なお、訂正個所には下線を付しております。

 

記

　

１．１ページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

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）

(1）連結経営成績（累計）

＜訂正前＞　

 

（％表示は対前期増減率）

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

＜訂正後＞　 （％表示は対前期増減率）

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 　- 244 　- 256 　- 123 　-

20年３月期第1四半期 2,856 18.5 461 △9.0 462 △6.6 225 7.9

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 3,872.02 3,849.18

20年３月期第1四半期 6,364.78 6,321.39
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(2）連結財政状態

＜訂正前＞

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

＜訂正後＞　

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 13,935 9,476 66.8 294,472.44 

20年３月期 14,412 9,592 65.3 294,505.49 

（参考）自己資本 21年３月期第1四半期 9,308百万円 20年３月期 9,415百万円

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

　事業の種類別セグメントは次のとおりであります。

＜訂正前＞　

①　書籍事業

　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。

＜訂正後＞　

①　書籍事業

　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369百万円（同8.3％

減）となりました。

　

＜訂正前＞　

　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。

＜訂正後＞　

　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244 百万円（同46.9％減）、経常利益は256百万円（同44.6％減）、四半期純利益は123百万円（同45.1％

減）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

＜訂正前＞　

(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。　　　　

＜訂正後＞　

(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13,935百万円（前連結会計年度末比3.3％減）となりました。

　流動資産は10,096百万円（同5.0％減）、固定資産は3,839百万円（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329百万円の減少（同6.5％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360百万円

減少（同7.5％減）し、4,459万円となりました。

　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116百万円減少

（同1.2％減）し、9,476百万円となりました。　　　　

 

　  (2)  キャッシュ・フローの状況　

＜訂正前＞　

（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。　

＜訂正後＞　

（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235百万円、売上債権の減少額が329百万円等あり

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。　
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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

＜訂正前＞

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

前連結会計年度末に係る要約連

結貸借対照表

(平成20年６月30日) (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

前連結会計年度末に係る要約連

結貸借対照表

(平成20年６月30日) (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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＜訂正後＞

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

前連結会計年度末に係る要約連

結貸借対照表

(平成20年６月30日) (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 4,745,062 5,074,467

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 227,872 225,797

その他 209,041 162,444

貸倒引当金 △6,552 △16,255

流動資産合計 10,096,357 10,631,708

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 2,084,305 2,019,845

固定資産合計 3,839,381 3,780,730

資産合計 13,935,738 14,412,439

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 169,026 472,125

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 496,257 557,651

その他 1,028,041 871,037

流動負債合計 4,039,504 4,411,218

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 4,459,154 4,819,466
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

前連結会計年度末に係る要約連

結貸借対照表

(平成20年６月30日) (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 7,356,852 7,393,091

自己株式 △1,214,073 △1,137,035

株主資本合計 9,305,733 9,419,011

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 9,476,584 9,592,973

負債純資産合計 13,935,738 14,412,439
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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）

＜訂正前＞

（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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＜訂正後＞

（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 61,394

差引売上総利益 1,017,872

販売費及び一般管理費 772,962

営業利益 244,909

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 256,377

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

貸倒引当金繰入額 29,600

特別損失合計 30,240

税金等調整前四半期純利益 235,839

法人税等 121,841

少数株主損失（△） △9,616

四半期純利益 123,615
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

＜訂正前＞

（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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＜訂正後＞

（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 235,839

減価償却費 17,479

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,897

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） △61,394

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

長期未収入金の増減額（△は増加） △29,600

有形固定資産売却損益（△は益） 327

売上債権の増減額（△は増加） 329,404

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） 115,842

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

 

（株）幻冬舎（7843）平成 21 年３月期　第１四半期決算短信

－ 11 －



（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）　

＜訂正前＞　

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

＜訂正後＞　

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）
369,911 △54,224 △21,260 △45,433 △4,135 244,856 53 244,909
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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

＜訂正前＞　

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

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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＜訂正後＞　

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 246,617

売上総利益 1,136,434

Ⅲ　販売費及び一般管理費 675,299

営業利益 461,134

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 462,961

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 38,782

　　貸倒引当金繰入額 38,500

固定資産売却損　 282

税金等調整前四半期純利益 430,981

税金費用 202,125

少数株主利益 3,529

四半期純利益 225,326
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

＜訂正前＞　

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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＜訂正後＞　

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 430,981

減価償却費　 21,620

返品調整引当金の増減額　 246,617

売上債権の増減額　 △264,205

たな卸資産の増減額　 △234,371

仕入債務の増減額　 39,097

その他　 △105,500

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）

＜訂正前＞　

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

＜訂正後＞　

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 1,932,298 279,828 141,338 51,355 2,404,820 (9,017) 2,395,803

営業利益 403,246 31,856 8,200 17,735 461,038 96 461,134
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