
 
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2四半期決算短信」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2四半期決算短信」（平成20年11月11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
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１．１ページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

平成21年３月期第2四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

(1）連結経営成績

＜訂正前＞　

 

（％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 5,720 － 703 － 752 － 358 －

20年３月期第1四半期 6,035 14.0 1,039 9.2 1,080 10.0 598 15.8

＜訂正後＞　
 

（％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 5,720 － 696 － 745 － 295 －

20年３月期第1四半期 6,035 14.0 1,081 12.9 1,122 13.6 581 21.5

(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 

21年３月期第1四半期 15,016 10,228 66.9 321,106.61 

20年３月期 15,057 10,146 66.2 311,827.0 

（参考）自己資本 21年３月期第1四半期 10,040百万円 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 

21年３月期第1四半期 14,306 9,613 65.9 301,410.46 

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 9,424百万円 20年３月期 9,415百万円
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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

　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。

 

＜訂正前＞　

　①　書籍事業　

　　これらの結果、文庫本は好調に推移しましたが、単行本と新書のヒット作品が少なかったことが影響し、売上高は

　4,350百万円（前第２四半期連結累計期間比7.0％減）、営業利益は826百万円（同4.7％減）となりました。

　　　

＜訂正後＞　

　①　書籍事業　

　　これらの結果、文庫本は好調に推移しましたが、単行本と新書のヒット作品が少なかったことが影響し、売上高は

　4,350百万円（前第２四半期連結累計期間比7.0％減）、営業利益は819百万円（同9.8％減）となりました。　　　

 

＜訂正前＞　

　以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高5,720百万円（前第２四半期連結累計期間比5.2％減）、営

業利益は703百万円（同32.4％減）、経常利益は752百万円（同30.4％減）、四半期純利益は358百万円（同40.2％減）と

なりました。

＜訂正後＞　

　以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高5,720百万円（前第２四半期連結累計期間比5.2％減）、営

業利益は696百万円（同35.6％減）、経常利益は745百万円（同33.6％減）、四半期純利益は295百万円（同49.1％減）と

なりました。

 

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２四半期連結会計期間末の総資産は15,016百万円（前連結会計年度末比0.3％減）となりました。

　 　流動資産は11,386百万円（同0.5％減）、固定資産は3,630百万円（同0.6％増）となりました。

　　 流動資産の減少の主な要因は、有価証券99百万円の減少（同16.5％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、返品調整引当金75百万円の減少（同11.3％減）及び短期借入金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122百万円減少（同2.5％減）し、4,788百万円となりました。

　　 純資産は、自己株式136百万円の増加（同12.0％増）がありましたが、利益剰余金198百万円の増加（同2.5％増）

　 等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ82百万円増加（同0.8％増）し、10,228百万円となりました。

 

＜訂正後＞　

(1)　財政状態の変動状況

　　 当第２四半期連結会計期間末の総資産は14,306百万円（前連結会計年度末比0.7％減）となりました。

　 　流動資産は10,503百万円（同1.2％減）、固定資産は3,802百万円（同0.6％増）となりました。

　　 流動資産の減少の主な要因は、有価証券99百万円の減少（同16.5％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、返品調整引当金69百万円の減少（同12.4％減）及び短期借入金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125百万円減少（同2.6％減）し、4,693百万円となりました。

　　 純資産は、自己株式136百万円の増加（同12.0％増）がありましたが、利益剰余金136百万円の増加（同1.8％増）

　等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ20百万円増加（同0.2％増）し、9,613百万円となりました。

 

＜訂正前＞　

(2)　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）
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　営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が748百万円ありましたが、返品調整引当金の減少

額75百万円、法人税等の支払額493百万円等により、376百万円（前年同期間は221百万円の収入）となりました。

 

＜訂正後＞　

(2)　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）

　営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が683百万円ありましたが、返品調整引当金の減少

額69百万円、法人税等の支払額493百万円等により、376百万円（前年同期間は221百万円の収入）となりました。
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＜訂正前＞　

 (単位：千円）

   
当第２四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９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 2,908,185 2,891,480

受取手形及び売掛金 5,877,832 5,846,267

有価証券 504,843 604,439

商品及び製品 1,200,847 1,247,133

仕掛品 370,151 378,385

原材料及び貯蔵品 59,936 63,815

繰延税金資産 254,788 271,800

その他 217,004 162,444

貸倒引当金 △6,727 △16,255

流動資産合計 11,386,862 11,449,511

固定資産

有形固定資産 1,707,576 1,721,592

無形固定資産 34,790 39,292

投資その他の資産 1,887,706 1,846,942

固定資産合計 3,630,074 3,607,827

資産合計 15,016,936 15,057,339

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,264,318 2,250,524

短期借入金 － 100,000

未払法人税等 420,080 472,125

賞与引当金 132,346 103,680

役員賞与引当金 44,624 56,200

返品調整引当金 594,160 669,868

その他 905,990 849,937

流動負債合計 4,361,568 452,335

固定負債

退職給付引当金 99,879 95,280

役員退職慰労引当金 326,587 312,967

固定負債合計 426,467 408,247

負債合計 4,788,035 4,910,583
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    (単位：千円)

   
当第２四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９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 8,145,099 7,946,874

自己株式 △1,273,090 △1,137,035

株主資本合計 10,034,963 9,972,794

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,718 △3,376

評価・換算差額等合計 5,718 △3,376

新株予約権 280 280

少数株主持分 187,937 177,057

純資産合計 10,228,900 10,146,756

負債純資産合計 15,016,936 15,057,339
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＜訂正後＞　　

    (単位：千円）

   
当第２四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９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 2,908,185 2,891,480

受取手形及び売掛金 5,037,832 5,074,467

有価証券 504,843 604,439

商品及び製品 1,200,847 1,247,133

仕掛品 370,151 378,385

原材料及び貯蔵品 59,936 63,815

繰延税金資産 211,501 225,797

その他 217,004 162,444

貸倒引当金 △6,727 △16,255

流動資産合計 10,503,575 10,631,708

固定資産

有形固定資産 1,707,576 1,721,592

無形固定資産 34,790 39,292

投資その他の資産 2,060,609 2,019,845

固定資産合計 3,802,977 3,780,730

資産合計 14,306,552 14,412,439

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,264,318 2,250,524

短期借入金 － 100,000

未払法人税等 420,080 472,125

賞与引当金 132,346 103,680

役員賞与引当金 44,624 56,200

返品調整引当金 488,603 557,651

その他 917,090 871,037

流動負債合計 4,267,063 4,411,218

固定負債

退職給付引当金 99,879 95,280

役員退職慰労引当金 326,587 312,967

固定負債合計 426,467 408,247

負債合計 4,693,530 4,819,466
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    (単位：千円）

   
当第２四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９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 7,529,220 7,393,091

自己株式 △1,273,090 △1,137,035

株主資本合計 9,419,084 9,419,011

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,718 △3,376

評価・換算差額等合計 5,718 △3,376

新株予約権 280 280

少数株主持分 187,937 177,057

純資産合計 9,613,022 9,592,973

負債純資産合計 14,306,552 14,412,439
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＜訂正前＞　

(単位：千円）

  当第２四半期連結累計期間

  (自　平成20年４月１日

  　至　平成20年９月30日)

売上高 5,720,662

売上原価 3,553,948

売上総利益 2,166,713

返品調整引当金戻入額 75,708

差引売上総利益 2,242,421

販売費及び一般管理費 1,539,214

営業利益 703,207

営業外収益

受取利息 3,702

受取配当金 600

為替差益 1,441

保険解約返戻金 15,944

匿名組合投資利益 25,931

その他 4,474

営業外収益合計 52,094

営業外費用

支払利息 424

自己株式取得費用 669

その他 1,875

営業外費用合計 2,968

経常利益 752,333

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,528

特別利益合計 9,528

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 12,867

特別損失合計 13,744

税金等調整前四半期純利益 748,117

法人税等 379,158

少数株主利益 10,880

四半期純利益 358,079

（株）幻冬舎（7843） 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信

－ 10 －



 

＜訂正後＞　

 

(単位：千円）

  当第２四半期連結累計期間

  (自　平成20年４月１日

  　至　平成20年９月30日)

売上高 5,720,662

売上原価 3,553,948

売上総利益 2,166,713

返品調整引当金戻入額 69,048

差引売上総利益 2,235,761

販売費及び一般管理費 　　　1,539,166

営業利益 696,595

営業外収益

受取利息 3,702

受取配当金 600

為替差益 1,441

保険解約返戻金 15,944

匿名組合投資利益 25,931

その他 4,474

営業外収益合計 52,094

営業外費用

支払利息 424

自己株式取得費用 669

その他 1,875

営業外費用合計 2,968

経常利益 745,721

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,528

特別利益合計 9,528

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 12,867

貸倒引当金繰入額 58,200

特別損失合計 71,944

税金等調整前四半期純利益 683,305

法人税等 376,442

少数株主利益 10,880

四半期純利益 295,983
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＜訂正前＞　

(単位：千円）

  当第２四半期連結累計期間

  (自　平成20年４月１日

  　至　平成20年９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 748,117

減価償却費 34,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,528

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,666

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,575

返品調整引当金の増減額（△は減少） △75,708

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,599

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,620

受取利息及び受取配当金 △4,302

支払利息 424

為替差損益（△は益） △1,441

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） 12,867

売上債権の増減額（△は増加） △31,564

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,399

仕入債務の増減額（△は減少） 16,870

その他の流動資産の増減額（△は増加） 22,836

その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,637

その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,432

その他 1,218

小計 866,744

利息及び配当金の受取額 4,302

利息の支払額 △357

法人税等の支払額 △493,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 376,840

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 △13,705

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 △2,400

投資有価証券の取得による支出 △300

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 △70,122

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 △136,724

配当金の支払額 △158,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △395,074
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(単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間

 (自　平成20年４月１日

 　至　平成20年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △88,356

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 3,413,028
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＜訂正後＞　

(単位：千円）

  当第２四半期連結累計期間

  (自　平成20年４月１日

  　至　平成20年９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 683,305

減価償却費 34,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,671

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,666

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,575

返品調整引当金の増減額（△は減少） △69,048

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,599

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,620

受取利息及び受取配当金 △4,302

支払利息 424

長期未収入金の増減額（△は増加） △58,200

為替差損益（△は益） △1,441

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） 12,867

売上債権の増減額（△は増加） 36,635

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,399

仕入債務の増減額（△は減少） 16,870

その他の流動資産の増減額（△は増加） 22,836

その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,637

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40,384

その他 1,218

小計 866,744

利息及び配当金の受取額 4,302

利息の支払額 △357

法人税等の支払額 △493,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 376,840

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 △13,705

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 △2,400

投資有価証券の取得による支出 △300

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 △70,122

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 △136,724

配当金の支払額 △158,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △395,074
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(単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間

 (自　平成20年４月１日

 　至　平成20年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △88,356

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 3,413,028
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９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

4,350,486 727,330 425,982 193,504 23,358 5,720,662 - 5,720,662

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

13,194 2 5,226 5,417 - 23,841 (23,841) -

計 4,363,681 727,333 431,209 198,921 23,358 5,744,503 (23,841) 5,720,662

営業利益（又は

営業損失）
826,426 △145,529 60,902 △32,376 △6,390 703,032 175 703,207

＜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

4,350,486 727,330 425,982 193,504 23,358 5,720,662 - 5,720,662

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

13,194 2 5,226 5,417 - 23,841 (23,841) -

計 4,363,681 727,333 431,209 198,921 23,358 5,744,503 (23,841) 5,720,662

営業利益（又は

営業損失）
819,814 △145,529 60,902 △32,376 △6,390 696,420 175 696,595
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

＜訂正前＞　

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  6,035,122 100.0

Ⅱ　売上原価  3,333,172 55.2

売上総利益  2,701,949 44.8

返品調整引当金繰入額  268,163 4.5

差引売上総利益  2,433,786 40.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,394,049 23.1

営業利益  1,039,737 17.2

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 4,515   

２．受取配当金 252   

３．保険満期返戻金 7,158   

４．匿名組合投資利益 23,566   

５．その他 9,481 44,973 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1,832   

２．自己株式取得費用 2,121   

３．その他 382 4,336 0.1

経常利益  1,080,374 17.8

Ⅵ　特別利益    

１．持分変動利益 4,387 4,387 0.1

Ⅶ　特別損失    

１．投資有価証券評価損 18,574   

２．固定資産売却損 282 18,856 0.2

税金等調整前中間純利益  1,065,905 17.7

法人税、住民税及び事業税 465,471   

法人税等調整額 △30,191 435,279 7.3

少数株主利益  31,803 0.5

中間純利益  598,822 9.9
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＜訂正後＞　

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  6,035,122 100.0

Ⅱ　売上原価  3,333,172 55.2

売上総利益  2,701,949 44.8

返品調整引当金繰入額  225,998 3.7

差引売上総利益  2,475,951 41.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,394,049 23.1

営業利益  1,081,686 17.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 4,515   

２．受取配当金 252   

３．保険満期返戻金 7,158   

４．匿名組合投資利益 23,566   

５．その他 9,481 44,973 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1,832   

２．自己株式取得費用 2,121   

３．その他 382 4,336 0.1

経常利益  1,122,323 18.6

Ⅵ　特別利益    

１．持分変動利益 4,387 4,387 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．投資有価証券評価損 18,574   

２．貸倒引当金繰入額　 61,900   

３．固定資産売却損 282 80,756 1.3

税金等調整前中間純利益  1,045,954 17.3

法人税、住民税及び事業税 465,471   

法人税等調整額 △32,696 432,774 7.2

少数株主利益  31,803 0.5

中間純利益  581,376 9.6
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

＜訂正前＞　

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）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,065,905

減価償却費　 43,026

持分変動利益　 △4,387

貸倒引当金の増減額　 6,410

賞与引当金の増減額　 664

役員賞与引当金の増減額　 △42,149

返品調整引当金の増減額　 268,163

退職給付引当金の増減額　 8,564

役員退職慰労引当金の増減額　 13,892

受取利息及び受取配当金 △4,767

支払利息　 1,832

固定資産売却損　 282

投資有価証券評価損　 18,574

映画制作出資金の増減額　 40,948

売上債権の増減額　 △428,301

たな卸資産の増減額　 △225,723

仕入債務の増減額　 112,345

流動資産その他の増減額　 △10,040

固定資産その他の増減額　 29,926

流動負債その他の増減額　 △30,940

その他　 2,121

小計 866,329

利息及び配当金の受取額　 4,767

利息の支払額　 △1,832

法人税等の支払額　 △647,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,692
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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）

区分 金額（千円）

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　 △1,712

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　 △405

投資有価証券の取得による支出　 △1,200

匿名組合出資金の戻入による収入　 9,902

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,663

Ⅲ　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　 △720,382

配当金の支払額　 △175,464

財務活動によるキャッシュ・フロー △895,846

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △667,490

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中間期末残高 2,865,737

＜訂正後＞　

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）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,045,954

減価償却費　 43,026

持分変動利益　 △4,387

貸倒引当金の増減額　 68,310

賞与引当金の増減額　 664

役員賞与引当金の増減額　 △42,149

返品調整引当金の増減額　 225,998

退職給付引当金の増減額　 8,564

役員退職慰労引当金の増減額　 13,892

受取利息及び受取配当金 △4,767

支払利息　 1,832

長期未収入金の増加額　 △61,900

固定資産売却損　 282

投資有価証券評価損　 18,574

映画制作出資金の増減額　 40,948
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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）

区分 金額（千円）

売上債権の増減額　 △370,101

たな卸資産の増減額　 △225,723

仕入債務の増減額　 112,345

流動資産その他の増減額　 △10,040

固定資産その他の増減額　 29,926

流動負債その他の増減額　 △27,240

その他　 2,337

小計 866,329

利息及び配当金の受取額　 4,767

利息の支払額　 △1,832

法人税等の支払額　 △647,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,692
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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）

区分 金額（千円）

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　 △1,712

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　 △405

投資有価証券の取得による支出　 △1,200

匿名組合出資金の戻入による収入　 9,902

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,663

Ⅲ　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　 △720,382

配当金の支払額　 △175,464

財務活動によるキャッシュ・フロー △895,846

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △667,490

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中間期末残高 2,865,737
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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）

＜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）

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

＜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）

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 3,782,916 724,438 325,321 138,640 4,971,317 (17,880) 4,953,436

営業利益 908,687 26,653 99,490 46,900 1,081,731 (45) 1,081,686
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