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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） 

 

(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 5,985 4.6 611 △12.2 631 △15.3 375 26.8
21年3月期第2四半期 5,720 ― 696 ― 745 ― 295 ―

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 12,921.98 12,880.67
21年3月期第2四半期 9,331.54 9,279.18

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2四半期 14,492 9,695 65.0 327,489.82
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2四半期  9,420百万円 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

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 ― 5,000.00 5,000.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期  7,235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2四半期 29,048株 21年3月期第2四半期 31,719株
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 当第２四半期連結累計期間（４月～９月）におけるわが国経済は、景気に底入れの兆しが見られましたが、一方で

完全失業率が過去 高水準となる等、雇用及び所得環境は一段と厳しさを増しており、不透明な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、当第２四半期連結累計期間の出版物（書籍・雑

誌合計）の推定販売金額が、前年同期を3.6％下回る9,124億円となる等、依然として厳しい状況が続いております

（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、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２四半期連結累計期間は97点（前第２四半期連結累計期間は86点）を刊行いたしました。当第２四半期連結

累計期間に刊行した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」（30万部）、「バンド１本でや

せる！ 巻くだけダイエット」（10.2万部）の２点（同０点）となりました。また、前連結会計年度に刊行した

「ベッキーの♪心のとびら」（当第２四半期連結累計期間13万部 累計19万部）が、当第２四半期連結累計期間に

入り発行部数を伸ばしました。   

   （文庫本） 

 当第２四半期連結累計期間は81点（前第２四半期連結累計期間は96点）を刊行いたしました。「特別法第001条

DUST」（18万部）、「酔いどれ小籐次留書 杜若艶姿」（16万部）等、当第２四半期連結累計期間に刊行した10万

部以上のヒット作品は７点（同11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２四半

期連結累計期間10万部 累計17万部）は、メディアミックス作品として映画化に連動し、当第２四半期連結累計期

間に入り発行部数を伸ばしました。 

   （新書） 

 当第２四半期連結累計期間は26点（前第２四半期連結累計期間は18点）を刊行いたしました。「しがみつかない

生き方」（37.2万部）、「日本を貶めた10人の売国政治家」（23万部）等、当第２四半期連結累計期間に刊行した

10万部以上のヒット作品は３点（同３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4,174百万円（前第２四半期連結累計期間比4.0％減）、雑誌部門の拡大に伴うコストの増加

等により、営業利益は408百万円（同50.2％減）となりました。    

② コミック事業 

 コミックス（単行本）等149点（前第２四半期連結累計期間は142点）を刊行いたしました。期中に版を重ねる作品点

数が増加したことにより、返品率が改善いたしました。 

 これらの結果、売上高は1,090百万円（前第２四半期連結累計期間比49.9％増）、営業利益は88百万円（前第２四半

期連結累計期間は営業損失145百万円）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22点（前第２四半期連結累計期間は21点）を刊行し、会社案内、事業報告書等ＰＲ・ＩＲツ

ール24点（同36点）を制作いたしました。 

 これらの結果、売上高は356百万円（前第２四半期連結累計期間比16.2％減）となりましたが、制作体制の見直しに

よる効率化を図り、営業利益は88百万円（同45.8％増）となりました。 

④ 個人出版事業 

 個人出版書籍56点（前第２四半期連結累計期間は56点）を刊行いたしました。 

 これらの結果、売上高は176百万円（前第２四半期連結累計期間比8.7％減）、営業損失は１百万円（前第２四半期連

結累計期間は営業損失32百万円）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 

 連結子会社の株式会社幻冬舎エデュケーションが、教育関連出版物及び知育玩具等39点（前第２四半期連結累計期間

は３点）を制作・販売いたしました。 

 これらの結果、売上高は187百万円（前第２四半期連結累計期間比701.5％増）、営業利益は27百万円（前第２四半期

連結累計期間は営業損失６百万円）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おります。  

 以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は5,985百万円（前第２四半期連結累計期間比4.6％増）と

なりましたが、書籍事業の大幅な減益が影響し、営業利益は611百万円（同12.2％減）、経常利益は631百万円（同

15.3％減）、投資有価証券売却益49百万円等により四半期純利益は375百万円（同26.8％増）となりました。 

  

  

(1) 財政状態の変動状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は14,492百万円（前連結会計年度末比3.6％増）となりました。 

 流動資産は11,245百万円（同5.6％増）、固定資産は3,246百万円（同3.0％減）となりました。 

 流動資産の増加の主な要因は、有価証券99百万円の減少（同12.4％減）等がありましたが、現金及び預金592百万

円の増加（同23.4％増）、受取手形及び売掛金171百万円の増加（同3.2％増）等によるものであります。 

 固定資産の減少の主な要因は、投資有価証券93百万円の減少（同14.4％減）等によるものであります。 

 負債は、未払法人税等182百万円の増加（同174.2％増）及び支払手形及び買掛金177百万円の増加（同7.6％増）等

が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ340百万円増加（同7.6％増）し、4,796百万円となりました。 

 純資産は、自己株式86百万円の増加（同5.5％増）がありましたが、利益剰余金228百万円の増加（同3.0％増）等

が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ158百万円増加（同1.7％増）し、9,695百万円となりました。 

  

(2) 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」という。）の期末残高は3,531百万円（前

連結会計年度末比492百万円増）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、税金等調整前四半期純利益679百万円、仕入債務の増加額169百万円等ありま

したが、売上債権の増加額171百万円、法人税等の支払額139百万円等により、588百万円（前年同期間は376百万

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） 

 投資活動の結果得られた資金は、有価証券の取得による支出300百万円等がありましたが、有価証券の償還によ

る収入298百万円、投資有価証券の売却による収入142百万円等により、139百万円（前年同期間は70百万円の支

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144百万円、自己株式の取得による支出93百万円等により、

235百万円（前年同期間は395百万円の支出）となりました。 

  

  

 第２四半期累計期間の業績予想との差異が生じましたが、平成21年５月15日に公表いたしました通期業績予想につ

きましては、現時点において変更はありません。 

 詳細は、平成21年11月10日付「平成22年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異に関するお知

らせ」をご参照ください。 

  

  

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。  

  

  

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。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 3,126,592 2,533,854

受取手形及び売掛金 5,480,189 5,309,177

有価証券 704,839 804,709

商品及び製品 1,121,311 1,164,291

仕掛品 350,483 364,755

原材料及び貯蔵品 50,152 47,226

繰延税金資産 291,047 289,975

その他 128,150 139,045

貸倒引当金 △7,109 △7,544

流動資産合計 11,245,658 10,645,492

固定資産   

有形固定資産 1,678,742 1,697,010

無形固定資産 29,501 31,207

投資その他の資産 1,538,351 1,619,600

固定資産合計 3,246,595 3,347,818

資産合計 14,492,253 13,993,311

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,508,987 2,331,416

未払法人税等 287,162 104,709

賞与引当金 136,303 144,985

役員賞与引当金 15,500 22,000

返品調整引当金 530,253 481,349

その他 852,124 928,561

流動負債合計 4,330,331 4,013,020

固定負債   

退職給付引当金 112,686 102,960

役員退職慰労引当金 353,564 339,756

固定負債合計 466,251 442,717

負債合計 4,796,582 4,455,738
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 335,910 335,910

資本剰余金 2,813,068 2,817,322

利益剰余金 7,915,105 7,686,577

自己株式 △1,647,201 △1,560,866

株主資本合計 9,416,882 9,278,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,362 △79

評価・換算差額等合計 3,362 △79

新株予約権 173 211

少数株主持分 275,253 258,496

純資産合計 9,695,671 9,537,573

負債純資産合計 14,492,253 13,993,311
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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 5,720,662 5,985,594

売上原価 3,553,948 3,868,048

売上総利益 2,166,713 2,117,546

返品調整引当金繰入額 － 48,904

返品調整引当金戻入額 69,048 －

差引売上総利益 2,235,761 2,068,642

販売費及び一般管理費 1,539,166 1,457,161

営業利益 696,595 611,481

営業外収益   

受取利息 3,702 2,172

受取配当金 600 643

為替差益 1,441 －

保険満期返戻金 － 4,593

保険解約返戻金 15,944 2,633

匿名組合投資利益 25,931 7,602

その他 4,474 6,530

営業外収益合計 52,094 24,175

営業外費用   

支払利息 424 －

自己株式取得費用 669 186

為替差損 － 3,470

その他 1,875 151

営業外費用合計 2,968 3,807

経常利益 745,721 631,848

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,528 3,913

新株予約権戻入益 － 12

会員権売却益 － 1,800

投資有価証券売却益 － 49,201

特別利益合計 9,528 54,927

特別損失   

固定資産除却損 517 －

固定資産売却損 327 －

子会社株式評価損 31 －

投資有価証券評価損 12,867 7,419

投資有価証券売却損 － 28

貸倒引当金繰入額 58,200 －

特別損失合計 71,944 7,448

税金等調整前四半期純利益 683,305 679,328

法人税等 376,442 287,204

少数株主利益 10,880 16,756

四半期純利益 295,983 375,367

（株） 幻冬舎 (7843) 平成22年３月期　第2四半期決算短信

－8－



（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 683,305 679,328

減価償却費 34,847 32,036

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,671 3,739

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,666 △8,682

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,575 △6,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） △69,048 48,904

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,599 9,726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,620 13,807

受取利息及び受取配当金 △4,302 △2,815

支払利息 424 －

為替差損益（△は益） △1,441 3,470

有形固定資産売却損益（△は益） 327 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △49,172

投資有価証券評価損益（△は益） 12,867 7,419

会員権売却損益（△は益） － △1,800

売上債権の増減額（△は増加） 36,635 △171,011

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,399 54,325

仕入債務の増減額（△は減少） 16,870 169,813

長期未収入金の増減額（△は増加） △58,200 3,913

その他の流動資産の増減額（△は増加） 22,836 18,653

その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,637 1,437

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40,384 △81,849

その他 1,218 173

小計 866,744 724,916

利息及び配当金の受取額 4,302 2,815

利息の支払額 △357 －

法人税等の支払額 △493,850 △139,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 376,840 588,386

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △300,000

有価証券の償還による収入 － 298,500

有形固定資産の取得による支出 △13,705 △5,769

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 △2,400 △1,119

投資有価証券の取得による支出 △300 △1,000

投資有価証券の売却による収入 － 142,627

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 4,308
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,122 139,126

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 △136,724 △93,351

配当金の支払額 △158,350 △144,594

その他 － 2,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △395,074 △235,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △88,356 492,117

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 3,413,028 3,531,431
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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、第１四半期連結会計期間において、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％以上となったため、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198,921千

円、営業損失は32,376千円それぞれ減少し、「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 

4,350,486 727,330 425,982 193,504 23,358 5,720,662 - 5,720,662 

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

13,194 2 5,226 5,417 - 23,841 (23,841) - 

計 4,363,681 727,333 431,209 198,921 23,358 5,744,503 (23,841) 5,720,662 

営業利益（又

は営業損失） 
819,814 △145,529 60,902 △32,376 △6,390 696,420 175 696,595 

事業区分 主要製品等 

書籍事業 単行本、文庫本、新書、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 

（株） 幻冬舎 (7843) 平成22年３月期　第2四半期決算短信

－11－



 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）及び当第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）  

     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）  

     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 

4,174,412 1,090,466 356,895 176,611 187,208 5,985,594 - 5,985,594

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

20,196 3 4,806 - 40 25,047 (25,047) -

計 4,194,609 1,090,470 361,702 176,611 187,248 6,010,641 (25,047) 5,985,594

営業利益（又

は営業損失） 
408,259 88,087 88,768 △1,164 27,431 611,382 98 611,481

事業区分 主要製品等 

書籍事業 単行本、文庫本、新書、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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