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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6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9月期第3四半期 2,690 △7.8 371 △19.8 395 △18.8 228 △19.9
20年9月期第3四半期 2,917 △3.3 463 △17.7 487 △16.0 284 21.1

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9月期第3四半期 60.27 ―
20年9月期第3四半期 71.34 ―

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9月期第3四半期 4,901 3,730 76.0 998.47
20年9月期 4,804 3,646 75.9 913.06

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  3,725百万円 20年9月期  3,644百万円

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9月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00
21年9月期 ― 0.00 ―
21年9月期 

（予想）
13.00 13.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 3,366 △8.7 268 △40.6 320 △33.3 190 △32.9 47.60
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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、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 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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。  
・本資料の業績予想につきましては、当資料作成時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の
業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 4,398,464株 20年9月期  4,398,464株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  667,141株 20年9月期  407,033株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 3,783,629株 20年9月期第3四半期 3,991,748株
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 当第3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整一巡から一部の企業で生産回復の兆し
が見られたものの、依然として雇用情勢や個人消費は回復せず、厳しい状況で推移しました。  
 当社を取り巻く出版業界も、『1Q84』など話題を集めた本もありましたが、全体としては相変わら
ず厳しい環境にあります。このような状況の中、当社グループは今までどおりに企業実務に真に役立
つ本の企画・出版及び広告を目指し、日々きめ細かく活動いたしました。出版活動は前期に引き続き
旺盛で、IFRS（国際財務報告基準）関連の書籍等販売が拡大したテーマはあったものの、個人消費の
低迷等により返品率が若干高まり、在庫が増加しました。製造原価率、販売管理費は前年同期と比べ
大きな変化はありませんでした。その他事業の広告事業は、企業収益の厳しさ等により広告出稿量の
減少の影響を受け、業容を伸ばせない状況にあります。  
 その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高2,690百万円、営業利益371百万円、経常利
益395百万円、四半期純利益228百万円となりました。 
  

当第3四半期連結会計期間末における総資産は4,901百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万
円増加いたしました。これは主に、たな卸資産の増加79百万円、受取手形及び売掛金の増加85百万円
によるものです。  
 負債は、1,171百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円増加いたしました。これは主に、
退職給付引当金の増加13百万円、支払手形及び買掛金の増加22百万円によるものです。  
 純資産は、3,730百万円となり、前連結会計年度末に比83百万円増加いたしました。これは主に、
自己株式取得により94百万円減少したものの利益剰余金が176百万円増加したことによるものです。 

  

 通期の業績予想につきましては、平成21年4月30日付当社「業績予想の修正に関するお知らせ」で
記載のとおり、平成20年11月13日付当社「平成20年9月期決算短信」にて発表の業績予想に変更はあ
りません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

  （簡便な会計処理） 

一般債権の貸倒見積高の算定方法  
  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しておりま
す。  
  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月
14日 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」(企業会計基準委
員会 平成19年３月14日 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。  
 なお、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

 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

 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
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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21年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,481,179 2,355,095

受取手形及び売掛金 883,855 798,368

商品及び製品 591,712 481,778

仕掛品 38,342 76,753

原材料及び貯蔵品 11,954 4,364

その他 63,597 76,438

貸倒引当金 △6,609 △10,941

流動資産合計 4,064,031 3,781,855

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 71,467 75,965

土地 376,551 376,551

その他（純額） 12,163 13,025

有形固定資産合計 460,181 465,542

無形固定資産 23,507 23,586

投資その他の資産   

投資有価証券 195,656 176,240

繰延税金資産 80,288 74,920

事業保険積立金 61,838 58,349

長期預金 － 200,000

その他 20,159 28,424

貸倒引当金 △4,069 △4,069

投資その他の資産合計 353,874 533,866

固定資産合計 837,563 1,022,995

資産合計 4,901,595 4,804,851
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 626,654 603,850

未払法人税等 56,678 70,948

賞与引当金 16,362 51,014

返品調整引当金 47,884 45,596

その他 213,069 185,997

流動負債合計 960,648 957,406

固定負債   

退職給付引当金 202,825 189,110

負ののれん 8,086 11,552

固定負債合計 210,911 200,662

負債合計 1,171,560 1,158,069

純資産の部   

株主資本   

資本金 383,273 383,273

資本剰余金 203,710 203,710

利益剰余金 3,438,048 3,261,898

自己株式 △299,433 △204,515

株主資本合計 3,725,598 3,644,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 64

評価・換算差額等合計 10 64

少数株主持分 4,426 2,350

純資産合計 3,730,035 3,646,781

負債純資産合計 4,901,595 4,804,851
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,690,771

売上原価 1,576,832

売上総利益 1,113,939

返品調整引当金繰入額 2,288

差引売上総利益 1,111,651

販売費及び一般管理費 739,947

営業利益 371,703

営業外収益  

受取利息 7,274

受取配当金 3,582

受取地代家賃 5,151

負ののれん償却額 3,465

その他 5,720

営業外収益合計 25,194

営業外費用  

投資有価証券評価損 1,357

その他 0

営業外費用合計 1,357

経常利益 395,540

特別損失  

関係会社清算損 310

有形固定資産除却損 204

特別損失合計 514

税金等調整前四半期純利益 395,026

法人税、住民税及び事業税 156,499

法人税等調整額 8,412

法人税等合計 164,912

少数株主利益 2,075

四半期純利益 228,038
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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。 

  

当社は、平成20年11月14日に株式会社ジャスダック証券取引所における自己株式取得のための固定価
格取引により、自己株式259,500株取得(取得総額94,717千円)し、主にこの影響により、当第３四半期
連結会計期間末において自己株式が299,433千円となっております。 
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期にかかる財務諸表 

 （要約）四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

前第３四半期連結会計期間
自平成19年10月１日 
至平成20年６月30日

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,917,852

Ⅱ 売上原価 1,698,130

売上総利益 1,219,722

返品調整引当金戻入 586

差引売上総利益 1,220,308

Ⅲ 販売費及び一般管理費 756,789

営業利益 463,518

Ⅳ 営業外収益

受取利息 7,759

受取配当金 3,007

受取地代家賃 4,986

負ののれん償却額 3,465

その他 4,604 23,823

Ⅴ 営業外費用

投資有価証券評価損 103 103

経常利益 487,238

税金等調整前四半期純利益 487,238

法人税、住民税及び事業税 178,644

法人税等調整額 22,056

少数株主利益 1,780

四半期純利益 284,757
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