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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7月31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3四半期 16,044 ― △710 ― △557 ― △829 ―

20年10月期第3四半期 19,409 8.3 48 ― 118 131.8 △47 ―

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3四半期 △33.67 ―

20年10月期第3四半期 △1.94 ―

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3四半期 15,841 6,154 38.4 246.84
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3四半期  6,084百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 24,649,200株 20年10月期第3四半期 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３四半期連結累計期間のわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響を大き

く受け、企業収益や雇用環境の悪化など依然として厳しい状況が続きました。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におきましても、広告宣伝費の大幅な減少、競争激化による受

注単価の下落、個人消費の低迷を受け、経営環境は一層厳しさを増しました。 

このような状況の中で、情報・印刷事業においては、営業力強化及び新製品の拡販による売上拡大と付加

価値の確保、生産拠点・製造設備、固定費の見直しによる経費削減に一層努めてまいりましたが、急激な売

上減少を補うまでには至りませんでした。また、ダイレクト・マーケティング事業においては、新商品開発

の強化とロングライフ商品の開発、数値分析の徹底による広告費用の効率的投下と利益の確保に努めた結 

果、営業利益は前第３四半期連結累計期間より増加しました。 

しかしながら、当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は16,044,704千円、営業損失は710,291

千円、経常損失は557,951千円、四半期純損失は829,882千円となりました。 

 

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10,421,775千円、営業損失は429,580千円でした。 

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6,697,203千円、営業利益は392,725千円でした。 

 

なお、既に開示しております「ウイルコの宣言」に基づくアクション・プランを徹底的に実施し、コンプ

ライアンス体制の強化に取り組んでまいります。 

 

 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３四半期連結会計期間末における総資産は15,841,750千円と、前連結会計年度末に比べて2,472,539

千円減少いたしました。これは主として、現金及び預金が665,377千円減少、受取手形及び売掛金が

1,176,821千円減少したことによるものであります。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は9,687,416千円と、前連結会計年度末に比べて1,534,357千円減

少いたしました。これは主として、ファクタリング未払金が1,114,131千円減少、長期借入金が463,617千円

減少したことによるものであります。 

(純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は6,154,334千円と、前連結会計年度末に比べて938,182千円

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829,882千円によるものであ

ります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、1,465,835千円

となりました。当第３四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) 

営業活動の結果使用した資金は、457,409千円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損

失583,543千円、売上債権の減少1,176,821千円、仕入債務の減少301,620千円、ファクタリング未払金の減

少1,048,549千円によるものです。 

(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、61,139千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による

支出313,513千円、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、202,602千円となりました。これは主として、長期借入金の返済による

支出561,871千円、配当金の支払額111,150千円によるものです。 
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 ３．業績予想に関する定性的情報 

平成21年10月期の通期業績予想につきましては、平成21年６月５日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

 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棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結会計期間

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。 

 ③税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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468,813千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３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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 1,983,892 2,649,269

受取手形及び売掛金 3,285,891 4,462,713

商品及び製品 558,372 668,023

仕掛品 77,422 90,874

原材料及び貯蔵品 382,027 443,202

その他 751,113 933,297

貸倒引当金 △125,194 △154,697

流動資産合計 6,913,526 9,092,683

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,888,128 1,979,195

機械装置及び運搬具（純額） 2,317,708 2,036,029

土地 2,572,466 2,573,127

その他（純額） 642,623 766,624

有形固定資産合計 7,420,927 7,354,976

無形固定資産 220,498 272,844

投資その他の資産   

投資有価証券 808,826 880,604

その他 823,972 1,061,867

貸倒引当金 △345,999 △348,684

投資その他の資産合計 1,286,799 1,593,787

固定資産合計 8,928,224 9,221,607

資産合計 15,841,750 18,314,290

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,265,555 1,567,702

短期借入金 1,289,617 907,871

ファクタリング未払金 3,518,893 4,633,025

未払法人税等 10,067 128,021

引当金 148,632 186,749

その他 1,073,986 1,524,794

流動負債合計 7,306,753 8,948,163

固定負債   

長期借入金 1,344,192 1,807,809

退職給付引当金 235,561 208,081

その他 800,909 257,718

固定負債合計 2,380,662 2,273,609

負債合計 9,687,416 11,221,773
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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７月31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) 

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 2,756,927 3,697,731

自己株式 △529 △529

株主資本合計 6,183,472 7,124,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,497 △102,156

為替換算調整勘定 △36,604 12,763

評価・換算差額等合計 △99,102 △89,392

少数株主持分 69,964 57,633

純資産合計 6,154,334 7,092,517

負債純資産合計 15,841,750 18,314,290
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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11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 16,044,704

売上原価 10,563,484

売上総利益 5,481,220

販売費及び一般管理費 6,191,511

営業損失（△） △710,291

営業外収益  

受取利息 5,588

受取配当金 14,591

匿名組合投資利益 186,808

その他 46,088

営業外収益合計 253,076

営業外費用  

支払利息 43,849

持分法による投資損失 15,487

その他 41,400

営業外費用合計 100,736

経常損失（△） △557,951

特別利益  

固定資産売却益 2,669

投資有価証券売却益 46,994

貸倒引当金戻入額 13,537

その他 71

特別利益合計 63,273

特別損失  

固定資産売却損 10,067

固定資産除却損 27,137

投資有価証券評価損 24,940

特別退職金 21,390

その他 5,330

特別損失合計 88,866

税金等調整前四半期純損失（△） △583,543

法人税等 253,618

少数株主損失（△） △7,279

四半期純損失（△） △829,882
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31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（△） △583,543

減価償却費 658,743

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,154

ポイント引当金の増減額（△は減少） 24,038

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,187

受取利息及び受取配当金 △20,180

持分法による投資損益（△は益） 15,487

支払利息 43,849

為替差損益（△は益） 2,813

固定資産売却損益（△は益） 7,398

固定資産除却損 27,137

投資有価証券売却損益（△は益） △46,994

投資有価証券評価損益（△は益） 24,940

売上債権の増減額（△は増加） 1,176,821

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,747

仕入債務の増減額（△は減少） △301,620

ファクタリング未払金の増減額（△は減少） △1,048,549

その他 △385,427

小計 △291,202

利息及び配当金の受取額 23,439

利息の支払額 △44,260

法人税等の支払額 △145,385

営業活動によるキャッシュ・フロー △457,409

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 △231,078

定期預金の払戻による収入 168,000

有形固定資産の取得による支出 △313,513

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 △73,688

投資有価証券の取得による支出 △2,595

投資有価証券の売却による収入 74,248

投資有価証券の償還による収入 36,666

貸付けによる支出 △20,000

貸付金の回収による収入 39,784

出資金の回収による収入 239,380

その他 11,178

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,139
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 480,000

長期借入金の返済による支出 △561,871

少数株主からの払込みによる収入 25,000

配当金の支払額 △111,150

その他 △34,581

財務活動によるキャッシュ・フロー △202,602

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △728,455

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 1,465,835
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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 9,353,143 6,691,560 16,044,704 －  16,044,704 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,068,631 5,643 1,074,275 （1,074,275） － 

計 10,421,775 6,697,203 17,118,979 （1,074,275） 16,044,704 

営業利益又は営業損失（△） △429,580 392,725 △36,854 （673,437） △710,291 

(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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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) 前四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年11月１日 

  至 平成20年７月31日）科  目 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 19,409,248

Ⅱ 売上原価 12,817,874

   売上総利益 6,591,374

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,542,663

   営業利益 48,710

Ⅳ 営業外収益 

 １. 受取利息 6,959

 ２. 受取配当金 14,381

 ３. 受取賃貸収入 31,077

 ４. 投資利益 82,041

 ５. その他 20,818

  営業外収益合計 155,278

Ⅴ 営業外費用 

 １. 支払利息 31,294

 ２. コミットメント手数料 7,146

 ３. 貸倒引当金繰入 9,450

 ４. 持分法による投資損失 16,009

 ５. 賃貸原価 19,570

 ６. その他 2,464

  営業外費用合計 85,935

   経常利益 118,054

Ⅵ 特別利益 

 １. 固定資産売却益 82

 ２. 投資有価証券売却益 14,984

 ３. その他 971

  特別利益合計 16,037

Ⅶ 特別損失 

 １. 固定資産売却損 584

 ２. 固定資産除却損 27,497

 ３. 投資有価証券評価損 13,332

  特別損失合計 41,413

   税金等調整前四半期純利益 92,678

   法人税等 154,741

   少数株主損失（△） △14,209

   四半期純損失 △47,854
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   (2) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年11月１日 

  至 平成20年７月31日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前四半期(当期)純利益 92,678

   減価償却費 645,929

   賞与引当金の増減額 △58,874

   退職給付引当金の増減額 21,883

   貸倒引当金の増減額 24,404

   受取利息及び受取配当金 △21,341

   持分法による投資損益 16,009

   支払利息 31,294

   固定資産売却益 △82

   投資有価証券売却益 △14,984

   固定資産売却損 584

   固定資産除却損 27,497

   投資有価証券評価損 13,332

   売上債権の増減額 △4,892

   たな卸資産の増減額 △668,953

   仕入債務の増減額 447,692

   ファクタリング未払金の増減額 758,737

   その他 53,492

    小計 1,364,408

   利息及び配当金の受取額 23,127

   利息の支払額 △31,021

   法人税等の支払額 △172,148

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,184,366

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 △126,078

   定期預金の払戻しによる収入 168,000

   有形固定資産の取得による支出 △1,158,336

   有形固定資産の売却による収入 308

   投資有価証券の取得による支出 △74,024

   投資有価証券の売却による収入 3,814

   投資有価証券の償還による収入 36,666

   貸付けによる支出 △284,902

   貸付金の回収による収入 170,903

   無形固定資産の取得による支出 △35,880

   その他 △52,050

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,351,579

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増減額 69,571

   長期借入による収入 1,100,000

   長期借入金の返済による支出 △562,866

   少数株主からの払込みによる収入 6,100

   配当金の支払額 △110,921

  財務活動によるキャッシュ・フロー 501,884

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,166

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 336,837

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,479,226

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,816,064
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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】 

  前第３四半期連結累計期間(自 平成19年11月１日 至 平成20年７月31日) 

（単位：千円） 

 情報・印刷事業
ダイレクト・
マーケティング

事業 
計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業利益      

 売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 12,466,296 6,942,951 19,409,248 ― 19,409,248

(2)セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

1,126,619 4,754 1,131,373 (1,131,373) ―

計 13,592,915 6,947,705 20,540,621 (1,131,373) 19,409,248

営業費用 13,180,201 6,635,324 19,815,526 (454,988) 19,360,537

営業利益 412,714 312,380 725,095 (676,384) 48,710
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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３四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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 9,347,689

 (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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 8,287,331

   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３四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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31日） 

(千円) 

ダイレクト・マーケティング事業 2,059,733

   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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 161,539

ダイレクト・マーケティング事業 2,130,687

合計 2,292,227
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 ③ 受注実績 

当第３四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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31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 10,367,625 918,876

 (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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31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 9,290,960 876,446

   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３四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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 10,421,775

ダイレクト・マーケティング事業 6,697,203

セグメント間の内部売上高 △1,074,275

合計 16,044,704

 (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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31日） 

(千円) 

情報・印刷事業 9,353,143

ダイレクト・マーケティング事業 6,691,560

合計 16,044,704

 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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