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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

(注)当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。 
   なお、平成21年３月期第２四半期の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の遡及修正後の数値につきましては、 
  ３ページ『株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正』をご覧ください。 

(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2四半期 8,547 △8.1 △125 ― △116 ― 64 ―

21年3月期第2四半期 9,299 ― △68 ― △28 ― △202 ―

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2四半期 1.79 ―

21年3月期第2四半期 △558.07 ―

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2四半期 16,869 10,639 60.3 283.12
21年3月期 17,398 10,637 58.8 284.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,165百万円 21年3月期  10,223百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 17,700 △4.0 150 ― 160 ― 180 ― 5.01
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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  無  
(注)詳細は、８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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注）当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想業績数値は、現時点で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、業
況の変化等により、上記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 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2四半期 37,371,500株 21年3月期  37,371,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,466,388株 21年3月期  1,463,188株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 35,906,573株 21年3月期第2四半期  362,482株
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※株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 
当社は、平成 21 年 1 月４日付で普通株式１株につき 100 株の割合をもって株式分割を実

施いたしました。当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の、前

第２四半期連結累計期間における１株当たり情報は以下のとおりです。 
 
 21 年３月期第２四半期 
１株当たり四半期純利益 ５円58銭  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益   -   
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（１）業績の状況 

１．当第２四半期連結累計期間の業績全般の概況 

当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、前連結会計年度に着手いたしました事業構造改革によ

る不採算事業の整理等に伴う売上高の減少、景気後退の影響等によるメディアの広告収入の減少、また出版売上

の減収等により、連結売上高は前年同期（9,299百万円）比8.1％減の8,547百万円となりました。営業損益で

は、事業構造改革による不採算事業の撤退・縮小及び固定費等の削減や出版を中心とした原価削減施策等を行い

ましたが、減収の影響を補えず、前年同期（営業損失68百万円）に比べ57百万円損失が増加し営業損失125百万

円、経常損益は前年同期（経常損失28百万円）に比べ88百万円損失が増加し経常損失116百万円となりました。

四半期純損益では、投資有価証券評価損及び固定資産除却損等による特別損失71百万円（前年同期は467百万

円）を計上いたしましたが、投資有価証券の売却等による特別利益496百万円（前年同期は保険金受取等による

783百万円）を計上し、前年同期（四半期純損失202百万円）に比べ266百万円利益が増加し、64百万円の四半期

純利益となりました。 

（事業の種類別セグメントの概況） 

文中の事業の種類別セグメントの売上高は、セグメント間の内部振替高を含んでおります。 

  

 ①IT 

 ■メディア事業 

デジタルメディアにつきましては、景気後退の影響を受け、主力のデジタル総合ニュースサービス「Impress 

Watch」（http://www.watch.impress.co.jp/）等の広告収入が減少いたしました。 

出版メディアにつきましては、デジタルメディア同様に雑誌等の広告収入は減少し、雑誌・ムックの販売につ

きましては、デジタル一眼レフ関連のムック等の販売に翳りがみられましたが、年賀状関連ムックの出荷増によ

りほぼ前年並みの水準となりました。また、書籍につきましては、資格試験関連書の販売が堅調に推移いたしま

したが、平成21年10月にマイクロソフト社の「Windows７」の発売を控え、パソコン入門書等を中心に出荷が減

少いたしました。 

当連結会計年度より売上の管理区分に追加いたしましたターゲットメディアにつきましては、登録顧客向けの

メディア事業が主な事業内容であり、広告収入が収益の中心となっております。ターゲットメディアにつきまし

ては、エンタープライズIT専門誌「IT Leaders」、エレクトロニクス関連情報誌「EE Times Japan」等の新規媒

体の広告売上の増加により、増収となりました。 

これらの結果、メディア事業の売上高は、ターゲットメディアの売上が増加したものの、デジタル・出版メデ

ィアの減収が影響し、前年同期（2,146百万円）比6.0％減の2,017百万円となりました。 

 ■サービス事業 

ITセグメントの同事業は、PCソフト及びソフトウェアのライセンス販売等のECとクライアントからの受託によ

る販促物等の制作及び周辺サービスが中心になっております。ECにつきましては企業向けを中心としたソフトウ

ェアライセンスの販売等が低調に推移し、受託制作等のサービスにつきましては、景気後退の影響などにより、

受注規模の縮小傾向が強まり減収となりました、これらの結果、サービス事業の売上高は前年同期（758百万

円）比19.7％減の609百万円となりました。 

以上により、「IT」の売上高は、前年同期（2,904百万円）比9.6％減の2,626百万円となりました。営業損益

では、固定費の削減を実行したものの、ターゲットメディアへの先行投資の増加と既存のメディア事業の収益性

の悪化により、前年同期（営業損失78百万円）に比べ186百万円損失が増加し、265百万円の営業損失となりまし

た。 

②音楽 

 ■メディア事業 

音楽セグメントの同事業は、出版メディアが中心となっております。当第２四半期連結累計期間につきまして

は、書籍・楽譜は順調な新刊の刊行に加え既刊製品も堅調な販売状況で推移し、また、楽器購入者向けの購買支

援サイト「楽器探そう！デジマート」（http://www.digimart.net/）における楽器店からの登録料収入等も堅調

に推移いたしました。一方、雑誌・ムックにつきましては、採算が悪化していた女性向けファッション誌など２

誌の休刊により販売及び広告収入が減少し、その他の雑誌・ムックにつきましても広告収入等が厳しい状況で推

移し、大幅な減収となりました。 

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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以上により、「音楽」の売上高は、前年同期（1,472百万円）比16.4％減の1,230百万円となりましたが、営業

利益では、女性向けファッション分野などの不採算事業の休止や雑誌等のコスト削減により収益性を改善したこ

と及び、人員減、事業拠点の整理等による固定費の大幅な減少などにより、前年同期（２百万円）に比べ89百万

円利益が増加し、92百万円の営業利益となりました。 

 ③デザイン 

 ■メディア事業 

デザインセグメントの同事業は、出版メディアが中心となっております。当第２四半期連結累計期間は、デザ

イン素材関連書を中心に既刊書籍の販売が堅調に推移いたしましたが、新刊書籍の売上規模の縮小により、書籍

の売上が減少いたしました。一方、雑誌・ムックにつきましては年賀状関連ムックの出荷により増収となったも

のの、広告収入は景気後退等の影響を受け、減少いたしました。 

 これらの結果、メディア事業の売上高は、前年同期（554百万円）比8.3％減の508百万円となりました。 

 ■サービス事業 

デザインセグメントの同事業は、企業からのWeb及びデジタルメディアを活用したコンテンツの受託制作、セ

ールスプロモーションツールの制作等が中心となっております。当第２四半期連結累計期間につきましては、コ

ンテンツの受託制作等は、受注案件の縮小により減収となりました。また、事業構造改革の一環で、Webクリエ

イティブ人材向けのトレーニングスクール事業については撤退しております。 

これらの結果、サービス事業の売上高は、前年同期（164百万円）比31.0％減の113百万円となりました。 

以上により、「デザイン」の売上高は、前年同期（719百万円）比13.5％減の622百万円となりました。営業損

益では、事業構造改革に伴うコスト削減により収益性が改善し、前年同期（営業損失57百万円）に比べ30百万円

損失が減少し、26百万円の営業損失となりました。 

 ④医療 

 ■メディア事業 

医療セグメントの同事業は、ターゲットメディアが中心となっております。当第２四半期連結累計期間につき

ましては、企画広告及び受託による販促物の制作等が増加いたしましたが、国際医学新聞「Medical Tribune」

等への広告収入が減収となり、ターゲットメディアの売上は減少いたしました。また、医療関連書籍の販売等の

出版メディアは、前年同期を下回る販売実績となりました。 

 これらの結果、メディア事業の売上高は、前年同期（2,203百万円）比8.8％減の2,010百万円となりました。 

 ■サービス事業 

医療セグメントの同事業は、医学学会向けのサービスが中心となっております。当第２四半期連結累計期間に

つきましては、医学学会の学会誌編集・制作並びに事務局受託事業、医学コンベンション等の受注が堅調に推移

し、前年同期（298百万円）比31.3％増の391百万円となりました。 

以上により、「医療」の売上高は、前年同期（2,502百万円）比4.0％減の2,402百万円となりました。営業利

益では、原価及び販管費等のコスト削減に努めましたが減収分を補えず、前年同期（421百万円）比27.1％減の

307百万円となりました。 

 ⑤山岳・自然 

 ■メディア事業 

山岳・自然セグメントの同事業は、出版メディアが中心となっております。当第２四半期連結累計期間につき

ましては、広告は若干の減収となりましたが、雑誌・ムックの返品の減少やムック刊行数の増加もあり、販売は

好調に推移し、雑誌・ムックの収入は増収となりました。一方、書籍は、既刊書籍は前年同期比並みの水準とな

りましたが、刊行の絞込みにより新刊売上が減少し、大幅な減収となりました。一方、DVD等の映像商品は返品

の減少により堅調な販売実績となりました。 

以上により、「山岳・自然」の売上高は、前年同期（1,298百万円）比6.0％減の1,220百万円となりました

が、営業利益では、原価の低減、返品の減少等による収益性の改善等に加え、事業構造改革等に伴う固定費等の

圧縮効果もあり、前年同期（29百万円）に比べ107百万円利益が増加し、137百万円となりました。 
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 ⑥その他 

その他セグメントにつきましては、当社グループの出版及びデジタルコンテンツの販売及び配信に関るインフ

ラの提供による手数料収入及びメディア運営に関るソリューション提供事業等が中心となっております。当第２

四半期連結累計期間につきましては、グループ内からのインフラ使用料は減少いたしましたが、㈱デジタルディ

レクターズが第１四半期連結会計期間より連結されたことによりデジタルコミック等の制作受託売上が増加した

他、携帯電話へのコミック配信に関る受託収入が堅調に推移し、加えて東京IT新聞の事業譲受により広告収入等

が増加いたしました。 

以上により、「その他」の売上高は、前年同期（889百万円）比3.5％増の920百万円となりましたが、携帯電

話向けのサービス開発等に関る投資により、営業損益は前年同期（営業利益４百万円）に比べ73百万円利益が減

少し、68百万円の営業損失となりました。 

 ⑦全社 

事業の種類別セグメントに区分できない全社セグメントにつきましては、当社がグループ会社から受取る配

当、情報システム等の経営インフラの使用料をセグメント間取引の売上高として計上し、経営インフラの運営に

関る費用を全社で負担しております。当第２四半期連結累計期間の全社セグメントの状況につきましては、子会

社からの配当収入等が減収し、売上高は前年同期（518百万円）比13.7％減の446百万円となりましたが、固定費

の削減等により、営業損失は前年同期（289百万円）に比べ17百万円損失が減少し、営業損失271百万円となりま

した。 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末は、前連結会計期間末に比べて総資産が528百万円、負債が530百万円減少いたしま

した。純資産につきましては、四半期純利益が64百万円となったことなどにより10,639百万円となり、前連結会計

年度末に比べ1百万円増加いたしました。 

また、純資産から少数株主持分及び新株予約権を引いた自己資本は10,165百万円となり、自己資本比率は、

60.3％と1.5ポイント増加いたしました。 

主な増減は以下のとおりです。  

  

■流動資産 8百万円の減少 

現金及び預金が409百万円、10月以降刊行予定の大型季節商品などの仕掛品が128百万円増加したものの、季節

的変動要因等により受取手形及び売掛金が430百万円減少したことなどによるものです。 

  

■固定資産 519百万円の減少 

減価償却等により有形固定資産が54百万円、無形固定資産が186百万円減少したことに加え、投資有価証券の

売却や評価の見直しにより投資その他の資産が278百万円減少したことなどによるものです。 

  

■流動負債 668百万円の減少 

借入の返済等により、短期借入金が500百万円減少したことなどによるものです。 

  

■固定負債 138百万円の増加 

借入の実行等により、長期借入金が234百万円増加したことなどによるものです。 

  

■純資産  1百万円の増加 

四半期純利益64百万円の計上や少数株主持分が57百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が投資有

価証券の売却及び評価の見直しにより143百万円減少したことなどによるものです。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、財務活動により239

百万円の資金を使用したものの、営業活動により242百万円、投資活動により365百万円の資金を獲得したことによ

り、前連結会計年度末に比べ409百万円増加し、当第２四半期末の残高は3,262百万円となりました。 

前第２四半期連結累計期間との比較では、前第２四半期連結累計期間における特殊要因であった保険金の受取収

入がなかったこと等が影響し、営業活動で獲得した資金は1,107百万円減少いたしましたが、投資有価証券の売却

による収入等により、投資活動で獲得した資金は758百万円増加いたしました。また、財務活動においては、前第

２四半期連結累計期間は営業活動で獲得した資金を短期借入金の返済等に使用いたしましたが、当第２四半期連結

累計期間においては、不透明な経済及び金融情勢を考慮し資金残高の維持を図り、長期借入金の約定弁済などによ

る使用等に留めたことにより、財務活動で使用した資金は988百万円減少いたしました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間末の資金残高は、前第２四半期連結累計期間に比べ、620百万円増加い

たしました。 

前第２四半期連結累計期間との比較における増減要因は以下のとおりです。  

  

■営業活動によるキャッシュ・フロー 

事業構造改革に伴う固定費及び原価等の変動費の削減効果により支出が減少いたしましたが、前第４四半期連

結会計期間より当第２四半期連結会計期間にかけて売上高が減少した影響などにより売上債権の回収が減少した

ほか、前年同期においては保険金の受取による収入796百万円等の特殊要因があったことなどにより、前年同期

（1,349百万円の収入）に比べ1,107百万円収入が減少し242百万円の収入となりました。 

■投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入537百万円やシステム等への投資一巡による有形及び無形固定資産の取得によ

る支出の減少136百万円などにより、前年同期（393百万円の支出）に比べ758百万円収入が増加し365百万円の収

入となりました。 

■財務活動によるキャッシュ・フロー  

前年同期につきましては、借入金の返済等により1,113百万円、自己株式の取得に114百万円の資金を使用いた

しましたが、当第２四半期連結累計期間につきましては、長期借入金の返済等による239百万円の使用にとどま

り、前年同期（1,227百万円の支出）に比べ988百万円支出が減少し239百万円の支出となりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、前連結会計年度に着手いたしました不採算事業の整理や固定

費の削減によりコスト削減効果は出たものの、メディアの広告収入は不安定な状況が続き、またITセグメント等に

おいて、マイクロソフト社の「Windows７」の発売を控え、パソコン入門書等の書籍の出荷が低調となり、当初の

業績予想を下回る水準となりました。 

また、当下半期につきましては、書籍は、平成21年10月に「Windows７」が発売されたことなどによりパソコン

入門書等の出荷の回復を見込んでおりますが、メディアの広告につきましては、不安定な状況が続く見通しです。

このような業績動向に投資有価証券の売却に伴い発生した60百万円の特別利益を加味し、2009年11月４日に次のと

おり業績予想の修正を行っております。 

  

＜2010年3月期通期連結業績予想＞                  （金額の単位：百万円） 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前  回  発  表  予  想 （ A ） 18,400 400 400 350 

今  回  修  正  予  想 （ B ） 17,700 150 160 180 

増  減  額 （ B － A ） △700 △250 △240 △170 

増    減   率 △3.8％ △62.5％ △60.0％ △48.6％ 
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該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

（法人税等並びに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つきましては、前連結会計年度末の検討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、前連結会計年度からの重要な一時差異の変動を加味したもの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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、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行税率を乗じて計算しております。   

  

 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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,262,363 2,852,524

受取手形及び売掛金 4,217,469 4,647,768

有価証券 200,000 200,000

商品及び製品 1,484,276 1,419,636

仕掛品 504,013 375,613

繰延税金資産 59,270 60,911

その他 207,861 374,093

返品債権特別勘定 △60,900 △46,700

貸倒引当金 △27,163 △27,862

流動資産合計 9,847,190 9,855,985

固定資産   

有形固定資産 334,782 388,993

無形固定資産   

のれん 2,797,818 2,888,603

商標権 482,054 536,615

ソフトウエア 571,658 591,652

ソフトウエア仮勘定 26,359 48,280

その他 17,819 17,444

無形固定資産合計 3,895,710 4,082,596

投資その他の資産   

投資有価証券 2,076,297 2,408,981

破産更生債権等 － 96,075

その他 717,519 663,687

貸倒引当金 △2,033 △98,108

投資その他の資産合計 2,791,783 3,070,635

固定資産合計 7,022,276 7,542,225

資産合計 16,869,466 17,398,210
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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９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,991,545 1,977,883

短期借入金 810,000 1,310,000

1年内返済予定の長期借入金 441,728 430,928

未払法人税等 230,178 237,801

賞与引当金 147,363 136,792

返品調整引当金 280,173 219,799

その他 1,081,944 1,338,130

流動負債合計 4,982,933 5,651,335

固定負債   

長期借入金 494,840 259,854

退職給付引当金 685,536 685,035

役員退職慰労引当金 1,864 2,984

その他 64,805 161,088

固定負債合計 1,247,045 1,108,961

負債合計 6,229,979 6,760,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,341,021 5,341,021

資本剰余金 5,544,617 5,544,617

利益剰余金 △392,574 △478,566

自己株式 △417,947 △417,464

株主資本合計 10,075,116 9,989,607

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,615 224,035

為替換算調整勘定 9,747 9,574

評価・換算差額等合計 90,363 233,609

新株予約権 40,241 38,886

少数株主持分 433,765 375,808

純資産合計 10,639,487 10,637,912

負債純資産合計 16,869,466 17,398,210
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,299,102 8,547,921

売上原価 6,009,550 5,662,867

売上総利益 3,289,551 2,885,054

返品調整引当金繰入額 90,151 67,632

差引売上総利益 3,199,399 2,817,421

販売費及び一般管理費 3,267,640 2,942,860

営業損失（△） △68,240 △125,438

営業外収益   

受取利息 8,113 3,087

為替差益 3,212 －

受取配当金 － 8,442

受取保険金 18,156 14,488

持分法による投資利益 42,931 －

その他 10,247 7,660

営業外収益合計 82,661 33,678

営業外費用   

支払利息 14,584 14,314

支払手数料 20,721 2,774

為替差損 － 4,911

その他 7,763 3,094

営業外費用合計 43,070 25,094

経常損失（△） △28,649 △116,854

特別利益   

投資有価証券売却益 11,363 469,162

受取保険金 771,877 －

償却債権取立益 － 24,000

新株予約権戻入益 － 1,752

その他 － 1,261

特別利益合計 783,241 496,177

特別損失   

固定資産除却損 8,520 21,472

投資有価証券売却損 － 4,929

投資有価証券評価損 360,197 43,521

減損損失 2,345 1,585

貸倒引当金繰入額 96,000 －

特別損失合計 467,062 71,509

税金等調整前四半期純利益 287,529 307,812

法人税等 445,156 215,238

少数株主利益 44,661 28,376

四半期純利益又は四半期純損失（△） △202,288 64,197
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 287,529 307,812

減価償却費 195,774 196,348

商標権償却 55,511 55,524

のれん償却額 97,080 96,130

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,363 △5,258

返品調整引当金の増減額（△は減少） 90,151 60,374

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,680 10,570

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,200 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 124,828 △97,213

返品債権特別勘定の増減額（△は減少） △9,500 14,200

受取利息及び受取配当金 △9,203 △11,529

支払利息 14,584 14,314

為替差損益（△は益） △3,128 5,404

持分法による投資損益（△は益） △42,931 －

投資有価証券売却損益（△は益） △11,363 △464,232

投資有価証券評価損益（△は益） 360,197 43,521

受取保険金 △771,877 －

売上債権の増減額（△は増加） 659,892 498,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △343,079 △187,024

仕入債務の増減額（△は減少） 4,696 △238,861

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,806 3,417

その他 △14,159 109,533

小計 676,292 411,126

利息及び配当金の受取額 8,748 12,344

利息の支払額 △20,062 △14,517

保険金の受取額 796,187 －

法人税等の支払額 △111,238 △166,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,349,927 242,144

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 △90,000 －

投資有価証券の取得による支出 △21,000 △149

投資有価証券の売却による収入 11,363 537,372

有形固定資産の取得による支出 △71,348 △36,100

無形固定資産の取得による支出 △179,348 △78,365

貸付けによる支出 △42,992 △26,500

敷金及び保証金の回収による収入 － 33,000

敷金及び保証金の差入による支出 － △67,642

その他 118 3,977

投資活動によるキャッシュ・フロー △393,208 365,592
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） △1,400,000 △500,000

長期借入れによる収入 500,000 515,000

長期借入金の返済による支出 △213,214 △254,214

自己株式の取得による支出 △114,572 △483

その他 △129 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,227,915 △239,773

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,871 △6,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275,068 361,465

現金及び現金同等物の期首残高 2,914,682 2,852,524

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,111 70,552

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △22,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,641,724 3,262,363
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該当事項はありません。 

  

前第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） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の事業内容と主な製品・サービス 

(1）ＩＴ ‥‥‥IT分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）インターネットによるITニュースサービス・動画配信、雑誌、ムック、書籍、 

           映像製品等、PCソフト等の仕入商品 

(2）音楽 ‥‥‥音楽分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）雑誌、ムック、書籍、映像製品等 

(3）デザイン ‥デザイン分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）雑誌、ムック、書籍、映像製品等、Web等の受託制作、デザイン関連教育事業 

(4）医療 ‥‥‥医療分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）国際医学新聞、医学学会・コンベンションの運営受託 

(5) 山岳・自然 ‥‥‥山岳・自然分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）雑誌、ムック、書籍、映像製品等 

（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〕

  
ＩＴ 

（千円） 
音楽 

（千円） 
デザイン 

（千円） 
医療 

（千円） 
山岳・自然 

（千円） 
その他 

（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 
 2,896,252  1,472,446 686,926 2,502,104 1,298,309 443,062  9,299,102  － 9,299,102

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 8,586  177 32,660 － 386 446,302  488,113  (488,113) －

計  2,904,839  1,472,624 719,587 2,502,104 1,298,695 889,364  9,787,215  (488,113) 9,299,102

営業利益 

(又は営業損失) 
 (78,899)  2,917 (57,078) 421,594 29,759 4,777  323,071  (391,311) (68,240)
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

    （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の事業内容と主な製品・サービス 

(1）ＩＴ ‥‥‥IT分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）インターネットによるITニュースサービス・動画配信、雑誌、ムック、書籍、 

           映像製品等、PCソフト等の仕入商品 

(2）音楽 ‥‥‥音楽分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）雑誌、ムック、書籍、映像製品等 

(3）デザイン ‥デザイン分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）雑誌、ムック、書籍、映像製品等、Web等の受託制作 

(4）医療 ‥‥‥医療分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）国際医学新聞、医学学会・コンベンションの運営受託 

(5) 山岳・自然 ‥‥‥山岳・自然分野に関するメディア及び関連サービス事業等 

（主な製品・サービス）雑誌、ムック、書籍、映像製品等 

  

 該当事項はありません。 

  

  
ＩＴ 

（千円） 
音楽 

（千円） 
デザイン 

（千円） 
医療 

（千円） 
山岳・自然 

（千円） 
その他 

（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 
 2,624,018  1,224,864 605,168 2,402,216 1,212,251  479,401  8,547,921  － 8,547,921

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,779  5,701 17,053 126 8,314 441,262  475,237  (475,237) －

計  2,626,798  1,230,566 622,222 2,402,342 1,220,565 920,664  9,023,159  (475,237) 8,547,921

営業利益 

(又は営業損失) 
 (265,422)  92,263 (26,704) 307,254  137,651 (68,471)  176,571  (302,009) (125,438)

（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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