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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 2,794 6.3 219 △10.3 226 △11.7 129 5.0
21年3月期第1四半期 2,628 ― 244 ― 256 ― 123 ―

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

22年3月期第1四半期 4,423.99 4,410.43
21年3月期第1四半期 3,872.02 3,849.18

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

22年3月期第1四半期 13,798 9,431 66.5 319,296.97
21年3月期 13,993 9,537 66.3 315,951.53

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,174百万円 21年3月期  9,278百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5,000.00 5,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

5,800 1.4 515 △26.0 515 △30.9 270 △8.5 9,193.68

通期 12,000 3.1 1,410 2.5 1,410 △7.4 718 58.5 24,448.37
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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、５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、５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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関
する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 36,000株 21年3月期  36,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,265株 21年3月期  6,632株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 29,340株 21年3月期第1四半期 31,925株

－ 2 －



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気後退に一部下げ止まりの兆しが見える

ものの、全体といたしましては、依然として厳しい状況が続いております。 

 出版業界では、メディアの多様化等により市場が縮小傾向にあり、平成21年上半期（１月～６月）の出版物（書籍・雑

誌合計）の推定販売金額は、前年同期を4.0％下回る9,887億円となり、上半期としては初めて１兆円の大台を割り込みま

した（社団法人全国出版協会・出版科学研究所調べ）。 

 このような環境の中、当社グループ（当社及び連結子会社４社）は、前期に引き続き、出版及びその周辺分野に創業以

来培ってきた独自の経営資源を集約し、グループ事業基盤の強化・拡充を図ってまいりました。  

  

 事業の種類別セグメントは次のとおりであります。 

  

① 書籍事業 

（単行本） 

 当第１四半期連結会計期間は53点（前第１四半期連結会計期間は47点）を刊行いたしました。当第１四半期連結会計期

間に刊行した10万部以上のヒット作品は「世界一の美女になるダイエット」（26万部）の１点（同０点）となりました。

（文庫本） 

 当第１四半期連結会計期間は52点（前第１四半期連結会計期間は53点）を刊行いたしました。当第１四半期連結会計期

間に刊行した10万部以上のヒット作品は「特別法第001条DUST」（16万部）の１点（同２点）となりました。また、前連

結会計年度に刊行した「ドロップ」（当第１四半期連結会計期間10万部 累計17万部）が当第１四半期連結会計期間に入

り発行部数を伸ばしました。 

（新書） 

 当第１四半期連結会計期間は９点（前第１四半期連結会計期間は９点）を刊行いたしました。当第１四半期連結会計期

間に刊行した10万部以上のヒット作品は「日本の難点」（10.3万部）の１点（同１点）となりました。 

（雑誌） 

 平成21年３月に創刊した女性誌「ジンジャー」の強化・育成、文芸誌「パピルス」及び男性誌「ゲーテ」の更なる内容

の充実に取り組みました。 

 これらの結果、売上高は2,028百万円（前第１四半期連結会計期間比2.5％減）となり、雑誌部門の拡大に伴うコストの

増加により営業利益は198百万円（同46.2％減）となりました。 

  

② コミックス事業 

 コミックス（単行本）等71点（前第１四半期連結会計期間は61点）を刊行いたしました。刊行点数の増加及び人気作品

の重版等により、返品率が改善いたしました。 

 これらの結果、売上高は510百万円（前第１四半期連結会計期間比77.1％増）となり、営業利益は32百万円（前第１四

半期連結会計期間は営業損失54百万円）となりました。 

  

③ コーポレート・コミュニケーション事業 

 企業ブランディング書籍11点（前第１四半期連結会計期間は10点）を刊行し、会社案内、事業報告書等ＰＲ・ＩＲツー

ル11点（同23点）を制作いたしました。 

  これらの結果、売上高は134百万円（前第１四半期連結会計期間比25.1％減）となりましたが、売上原価率、人件費及

び販売促進費の減少等により営業利益は５百万円（前第１四半期連結会計期間は営業損失21百万円）となりました。 

  

④ 個人出版事業 

 個人出版書籍25点（前第１四半期連結会計期間は26点）を刊行いたしました。 

 これらの結果、売上高は74百万円（前第１四半期連結会計期間比7.4％減）、営業損失は14百万円（前第１四半期連結

会計期間は営業損失45百万円）となりました。 

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
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⑤ その他の事業 

 連結子会社の幻冬舎エデュケーションが、教育関連出版物、知育玩具等13点を制作・販売いたしました。 

 これらの結果、売上高は46百万円、営業損失は２百万円となりました。 

 なお、同社は平成20年７月より事業を開始しているため、前年同期比較はありません。   

  

 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2,794百万円（前第１四半期連結会計期間比6.3％増）、営

業利益219百万円（同10.3％減）、経常利益226百万円（同11.7％減）、四半期純利益129百万円（同5.0％増）となりまし

た。 

  

    (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13,798百万円（前連結会計年度末比1.4％減）となりました。 

 流動資産は10,463百万円（同1.7％減）、固定資産は3,334百万円（同0.4％減）となりました。 

 流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金298百万円の増加（同11.8％増）等がありましたが、有価証券299百万円の

減少（同37.2％減）、受取手形及び売掛金193百万円の減少（同3.6％減）等によるものであります。     

 固定資産の減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却累計額12百万円の増加（同3.2％増）等によるものでありま

す。 

 負債は、賞与引当金72百万円の減少（同50.2％減）、支払手形及び買掛金41百万円の減少（同1.8％減）等が主な要因

となり、前連結会計年度末に比べ88百万円減少（同2.0％減）し、4,366百万円となりました。 

 純資産は、自己株式93百万円の増加（同6.0％増）等が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ106百万円減少（同

1.1％減）し、9,431百万円となりました。     

  

   (2)  キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は3,337百万円（前連結

会計年度末比298百万円増）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） 

 営業活動の結果得られた資金は、法人税等の支払額99百万円、賞与引当金の減少額72百万円等がありましたが、税金等

調整前四半期純利益が223百万円、売上債権の減少額193万円等により、204百万円（前年同期間は21百万円の支出）とな

りました。 

（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、有価証券の売却及び償還による収入298百万円等により、296百万円（同68百万円の支

出）となりました。 

（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、配当金の支払額108百万円、自己株式の取得による支出93百万円により、201百万円

（同200百万円の支出）となりました。   

  

  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

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
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    該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

  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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  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。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。  

  

  

該当事項はありません。  

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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,832,269 2,533,854

受取手形及び売掛金 5,115,761 5,309,177

有価証券 505,574 804,709

商品及び製品 1,191,864 1,164,291

仕掛品 322,968 364,755

原材料及び貯蔵品 47,226 47,226

繰延税金資産 298,820 289,975

その他 156,047 139,045

貸倒引当金 △6,768 △7,544

流動資産合計 10,463,762 10,645,492

固定資産   

有形固定資産 1,687,047 1,697,010

無形固定資産 28,997 31,207

投資その他の資産 1,618,666 1,619,600

固定資産合計 3,334,711 3,347,818

資産合計 13,798,474 13,993,311

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,290,414 2,331,416

未払法人税等 108,080 104,709

賞与引当金 72,239 144,985

役員賞与引当金 7,749 22,000

返品調整引当金 474,930 481,349

その他 959,029 928,561

流動負債合計 3,912,442 4,013,020

固定負債   

退職給付引当金 108,147 102,960

役員退職慰労引当金 346,341 339,756

固定負債合計 454,489 442,717

負債合計 4,366,932 4,455,738
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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21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 2,817,322 2,817,322

利益剰余金 7,669,541 7,686,577

自己株式 △1,654,031 △1,560,866

株主資本合計 9,168,743 9,278,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,255 △79

評価・換算差額等合計 6,255 △79

新株予約権 211 211

少数株主持分 256,332 258,496

純資産合計 9,431,542 9,537,573

負債純資産合計 13,798,474 13,993,311
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,628,093 2,794,512

売上原価 1,671,615 1,863,248

売上総利益 956,478 931,264

返品調整引当金戻入額 61,394 6,419

差引売上総利益 1,017,872 937,683

販売費及び一般管理費 772,962 717,967

営業利益 244,909 219,715

営業外収益   

受取利息 596 1,644

受取配当金 525 625

為替差益 2,656 －

保険満期返戻金 － 3,062

匿名組合投資利益 6,533 －

その他 2,864 2,385

営業外収益合計 13,176 7,717

営業外費用   

支払利息 219 －

自己株式取得費用 363 186

為替差損 － 960

その他 1,125 －

営業外費用合計 1,708 1,146

経常利益 256,377 226,286

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,702 2,625

会員権売却益 － 1,800

特別利益合計 9,702 4,425

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 －

投資有価証券評価損 － 7,419

特別損失合計 30,240 7,419

税金等調整前四半期純利益 235,839 223,293

法人税等 121,841 95,654

少数株主損失（△） △9,616 △2,164

四半期純利益 123,615 129,804
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 235,839 223,293

減価償却費 17,479 15,767

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,897 △2,625

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,146 △72,746

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,637 △14,250

返品調整引当金の増減額（△は減少） △61,394 △6,419

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,455 5,187

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,946 6,584

受取利息及び受取配当金 △1,121 △2,269

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,419

会員権売却損益（△は益） － △1,800

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） 329,404 193,416

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,944 14,214

仕入債務の増減額（△は減少） △86,198 △41,792

長期未収入金の増減額（△は増加） △29,600 1,850

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,102 △16,211

その他の固定資産の増減額（△は増加） △4,871 552

その他の流動負債の増減額（△は減少） 115,842 △9,623

その他 5,611 1,146

小計 452,009 301,695

利息及び配当金の受取額 1,121 2,269

利息の支払額 △214 －

法人税等の支払額 △474,355 △99,831

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,438 204,134

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 － 298,500

有形固定資産の取得による支出 △12,890 △1,954

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 △859

投資有価証券の取得による支出 － △1,000

会員権の取得による支出 △78,617 △220

会員権の売却による収入 － 1,800

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 △68,390 296,265
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △93,351

配当金の支払額 △123,500 △108,519

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,902 △201,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △290,731 298,529

現金及び現金同等物の期首残高 3,495,919 3,039,314

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 3,337,843
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該当事項はありません。 

  

前第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）  

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品等 

３．事業区分の変更 

   従来、「その他の事業」に含めておりました「個人出版事業」は、当第１四半期連結累計期間において、

当該セグメントの営業損失の絶対値が営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の絶対値に対し

て10％以上となっているため、区分掲記しております。 

 この結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比べ、「その他の事業」の売上高は82,373千円、

営業損失は45,433千円それぞれ減少し、「個人出版事業」については、それぞれ同額増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

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 

事業区分 主要製品等 

書籍事業 単行本、文庫本、雑誌 

コミックス事業 コミック誌、コミックス 

コーポレート・コミュニケーション事業 企業出版物 

個人出版事業 個人出版物 

その他の事業 教育出版物、玩具等 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品等 

  

  

前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）  

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

   

 前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）  

     海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 当１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

     海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

   

 該当事項はありません。 

   

  
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） 

売上高                 

(1）外部顧客

に対する

売上高 

2,028,121 510,854 134,471 74,664 46,399 2,794,512 - 2,794,512 

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

9,290 2 3,600 - 40 12,933 (12,933) - 

計 2,037,411 510,857 138,071 74,664 46,439 2,807,445 (12,933) 2,794,512 

営業利益（又

は営業損失） 
198,855 32,048 5,808 △14,301 △2,566 219,844 (128) 219,715 

事業区分 主要製品等 

書籍事業 単行本、文庫本、雑誌 

コミックス事業 コミック誌、コミックス 

コーポレート・コミュニケーション事業 企業出版物 

個人出版事業 個人出版物 

その他の事業 教育出版物、玩具等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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