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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4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10月期第2四半期 11,276 ― △509 ― △352 ― △639 ―

20年10月期第2四半期 12,666 5.6 49 ― 95 ― △7 ―

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2四半期 △25.92 ―

20年10月期第2四半期 △0.30 ―

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2四半期 16,580 6,328 37.9 254.71
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2四半期  6,278百万円 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 ― 0.00

21年10月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 20,400 △21.2 △1,200 ― △1,060 ― △1,380 ― △55.99
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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）  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．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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第2四半期 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2四半期  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2四半期 24,649,200株 20年10月期第2四半期 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２四半期連結累計期間のわが国経済は、米国に端を発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

重大な影響を及ぼしました。こうした先行き不透明な経済環境の中、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に加

え、低料第三種郵便制度利用の影響もあり、第１四半期以上に厳しい状況が続きました。 

このような厳しい市場環境に対応するため、情報・印刷事業においては、製造設備の見直しも含め、コス

ト削減に努めてまいりましたが、急激な売上高減少を補うまでには至りませんでした。また、高付加価値製

品の販路拡大や新製品の開発への取組みも併せて行ってはおりますが、十分な成果をもたらすには至ってお

りません。ダイレクト・マーケティング事業においては、新商品の開発とともに効率的な広告戦略を通じて

利益確保に努めてまいりました。 

この結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は11,276,079千円、営業損失は509,262千円、

経常損失は352,466千円、四半期純損失は639,030千円となりました。 

 

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・印刷事業における売上高は7,549,699千円、営業損失は219,824千円でした。 

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ける売上高は4,534,459千円、営業利益は214,078千円でした。 

 

 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２四半期連結会計期間末における総資産は16,580,933千円と、前連結会計年度末に比べて1,733,357千

円減少いたしました。これは主として、現金及び預金が459,821千円減少、受取手形及び売掛金が1,046,501

千円減少したことによるものであります。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は10,252,771千円と、前連結会計年度末に比べて969,001千円減少

いたしました。これは主として、支払手形及び買掛金が308,610千円減少、ファクタリング未払金が416,529

千円減少、長期借入金が337,473千円減少したことによるものであります。 

(純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は6,328,161千円と、前連結会計年度末に比べて764,355千円

減少いたしました。これは主として、配当金の支払110,921千円、四半期純損失639,030千円によるものであ

ります。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、1,677,403千円と

なりました。当第２四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) 

営業活動の結果得られた資金は、49,753千円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失

398,874千円、売上債権の減少1,046,501千円、仕入債務の減少308,242千円、ファクタリング未払金の減少

404,726千円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、33,562千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による

支出224,005千円、出資金の回収による収入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、527,975千円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支

出397,380千円、配当金の支払額110,921千円によるものです。 

 

 

－3－



 

 ３．業績予想に関する定性的情報 

平成20年12月８日に発表した平成21年10月期（平成20年11月１日～平成21年10月31日）の業績予想につき

ましては、当第２四半期累計期間の業績及び今後の業績動向を踏まえ、変更しております。 

なお、詳細につきましては、平成21年６月５日付け「平成21年10月期第２四半期累計期間及び通期の連結・

個別業績予想の修正並びに特別損失の発生、繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

 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場合には、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、前連結会計年度末以降に経済環境等に著しい変

化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末にお

いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用す

る方法によっております。 

 ②税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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する定額法によっており

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484,450千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２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,189,447 2,649,269

受取手形及び売掛金 3,416,212 4,462,713

商品及び製品 675,924 668,023

原材料及び貯蔵品 440,520 443,202

仕掛品 86,965 90,874

その他 745,084 933,297

貸倒引当金 △132,350 △154,697

流動資産合計 7,421,805 9,092,683

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,924,892 1,979,195

機械装置及び運搬具（純額） 2,461,629 2,036,029

土地 2,572,466 2,573,127

その他（純額） 662,917 766,624

有形固定資産合計 7,621,905 7,354,976

無形固定資産 237,318 272,844

投資その他の資産   

投資有価証券 799,836 880,604

その他 844,245 1,061,867

貸倒引当金 △344,177 △348,684

投資その他の資産合計 1,299,904 1,593,787

固定資産合計 9,159,128 9,221,607

資産合計 16,580,933 18,314,290
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,259,091 1,567,702

短期借入金 847,964 907,871

ファクタリング未払金 4,216,495 4,633,025

未払法人税等 22,461 128,021

引当金 193,670 186,749

その他 1,193,692 1,524,794

流動負債合計 7,733,376 8,948,163

固定負債   

長期借入金 1,470,336 1,807,809

退職給付引当金 227,456 208,081

その他 821,602 257,718

固定負債合計 2,519,395 2,273,609

負債合計 10,252,771 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 2,947,779 3,697,731

自己株式 △529 △529

株主資本合計 6,374,325 7,124,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △70,691 △102,156

為替換算調整勘定 △25,328 12,763

評価・換算差額等合計 △96,019 △89,392

少数株主持分 49,856 57,633

純資産合計 6,328,161 7,092,517

負債純資産合計 16,580,933 18,314,290
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 11,276,079

売上原価 7,490,818

売上総利益 3,785,261

販売費及び一般管理費 4,294,523

営業損失（△） △509,262

営業外収益  

受取利息 3,731

受取配当金 8,429

匿名組合投資利益 186,808

その他 33,472

営業外収益合計 232,441

営業外費用  

支払利息 28,902

持分法による投資損失 17,388

その他 29,354

営業外費用合計 75,645

経常損失（△） △352,466

特別利益  

固定資産売却益 2,669

投資有価証券売却益 38,317

貸倒引当金戻入額 14,038

その他 73

特別利益合計 55,098

特別損失  

固定資産売却損 9,282

固定資産除却損 23,387

投資有価証券評価損 68,623

その他 212

特別損失合計 101,506

税金等調整前四半期純損失（△） △398,874

法人税等 244,722

少数株主損失（△） △4,566

四半期純損失（△） △639,030
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４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損失（△） △398,874

減価償却費 433,308

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,599

ポイント引当金の増減額（△は減少） 20,521

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,374

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,853

受取利息及び受取配当金 △12,161

持分法による投資損益（△は益） 17,388

支払利息 28,902

為替差損益（△は益） △772

固定資産売却損益（△は益） 6,613

固定資産除却損 23,387

投資有価証券売却損益（△は益） △38,317

投資有価証券評価損益（△は益） 68,623

売上債権の増減額（△は増加） 1,046,501

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,774

仕入債務の増減額（△は減少） △308,242

ファクタリング未払金の増減額（△は減少） △404,726

その他 △263,550

小計 193,747

利息及び配当金の受取額 12,968

利息の支払額 △29,116

法人税等の支払額 △127,845

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,753

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 △189,066

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 △224,005

有形固定資産の売却による収入 10,478

無形固定資産の取得による支出 △68,410

投資有価証券の取得による支出 △1,201

投資有価証券の売却による収入 50,000

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 29,937

出資金の回収による収入 239,380

その他 △11,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,562
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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11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

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 △397,380

配当金の支払額 △110,921

その他 △19,674

財務活動によるキャッシュ・フロー △527,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △516,887

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 1,677,403
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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 6,747,241 4,528,838 11,276,079 －  11,276,079 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

802,457 5,621 808,079 （808,079） － 

計 7,549,699 4,534,459 12,084,159 （808,079） 11,276,079 

営業利益又は営業損失（△） △219,824 214,078 △5,745 （503,516） △509,262 

(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する定額法によ

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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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」 

 前年同四半期に係る財務諸表 

 (1) 前中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 

  至 平成20年４月30日）

 金額(千円) 

Ⅰ 売上高 12,666,467

Ⅱ 売上原価 8,312,618

売上総利益 4,353,848

Ⅲ 販管費及び一般管理費 4,304,357

営業利益 49,491

Ⅳ 営業外収益 

１. 受取利息 4,769

２. 受取配当金 7,840

３. 受取賃貸収入 20,435

４. 投資利益 53,172

５. その他 12,918

営業外収益 合計 99,137

Ⅴ 営業外費用 

１. 支払利息 19,790

２. コミットメント手数料 5,574

３. 持分法による投資損失 6,136

４. 賃貸原価 14,390

５. 貸倒引当金繰入額 6,300

６. その他 690

営業外費用 合計 52,882

経常利益 95,746

Ⅵ 特別利益 

１. 固定資産売却益 82

２. 投資有価証券売却益 12,073

３. その他 971

特別利益 合計 13,126

Ⅶ 特別損失 

１. 固定資産売却損 405

２. 固定資産除却損 7,712

３. 投資有価証券評価損 13,332

特別損失 合計 21,451

税金等調整前中間純利益 87,421

法人税、住民税及び事業税 107,818

法人税等調整額 △1,721

少数株主損失（△） △11,246

中間純損失（△） △7,429
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 (2) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 

  至 平成20年４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(当期)純利益 87,421

減価償却費 421,626

賞与引当金の増減額 △12,577

退職給付引当金の増減額 13,479

貸倒引当金の増減額 402

受取利息及び受取配当金 △12,610

持分法による投資損益 6,136

支払利息 19,790

投資有価証券売却益 △12,073

固定資産除却損 7,712

投資有価証券評価損 13,332

売上債権の増減額 △5,777

たな卸資産の増減額 △254,598

仕入債務の増減額 166,299

ファクタリング未払金の増減額 505,965

その他 321,481

小計 1,266,011

利息及び配当金の受取額 14,985

利息の支払額 △20,436

法人税等の支払額 △68,316

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,192,244

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 △114,066

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 △641,287

投資有価証券の取得による支出 △31,834

投資有価証券の償還による収入 18,333

貸付けによる支出 △284,902

貸付金の回収による収入 49,432

無形固定資産の取得による支出 △31,006

その他 13,774

  投資活動によるキャッシュ・フロー △889,556

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △356,696

少数株主からの払込による収入 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 237,382

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,837

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 494,233

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,479,226

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,973,460
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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11月１日 至 平成20年４月30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 

8,147,622 4,518,845 12,666,467 ― 12,666,467

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

698,992 ― 698,992 (698,992) ―

計 8,846,615 4,518,845 13,365,460 (698,992) 12,666,467

営業費用 8,471,171 4,380,992 12,852,163 (235,187) 12,616,976

 営業利益 375,443 137,852 513,296 (463,805) 49,491

 

 【所在地別セグメント情報】 

   全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいすれも90％を超えるため、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】 

   海外売上高がないため、記載を省略しております。 
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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２四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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

(千円) 

情報・印刷事業 6,677,691

 (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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

(千円) 

情報・印刷事業 5,884,007

   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２四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 外部顧客に対する商品仕入実績を示すと、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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

(千円) 

ダイレクト・マーケティング事業 1,425,586

   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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

(千円) 

情報・印刷事業 106,660

ダイレクト・マーケティング事業 1,493,969

合計 1,600,630
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 ③ 受注実績 

当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30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 7,367,759 791,086

 (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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30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 6,563,047 754,435

   ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 ④ 販売実績 

当第２四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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

(千円) 

情報・印刷事業 7,549,699

ダイレクト・マーケティング事業 4,534,459

セグメント間の内部売上高 △808,079

合計 11,276,079

 (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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

(千円) 

情報・印刷事業 6,747,241

ダイレクト・マーケティング事業 4,528,838

合計 11,276,079

 ２ 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日東京地方裁

判所に提起いたしました。これに対し、林原靖氏他個人３名は「株式譲渡契約」の有効性を主張し、当社に対

し、平成21年４月21日に売買代金の残額約４億円の支払いを求める反訴を提起し、現在係争中であります。 
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