
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長兼社長執行役員   （氏名）見城 徹   
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四半期報告書提出予定日 平成22年８月９日 配当支払開始予定日 平成‐年‐月‐日 
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四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,499  25.2  735  234.9  768  239.5  406  213.0

22年３月期第１四半期  2,794  6.3  219  △10.3  226  △11.7  129  5.0

  
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 

23年３月期第１四半期  14,855  66  14,812  64

22年３月期第１四半期  4,423  99  4,410  43

  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 

23年３月期第１四半期  15,282  10,451  65.9  367,963  42

22年３月期  15,099  10,154  64.9  358,101  48

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 10,063百万円 22年３月期 9,794百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  0 00 － 5,000 00  5,000  00

23年３月期  － 

23年３月期（予想）  0 00 － 5,000 00  5,000  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  5,800  △3.1  515  △15.8  515  △18.5  274  △27.0  10,018  28

通期  12,000  △8.9  1,400  △16.5  1,400  △19.4  725  △22.3  26,508  22



４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規 ― 社 （社名 ― ）、除外 ― 社 （社名 ― ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

※  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。業績予想の前提

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、［添付資料］３ページ「連結業績予想に関す

る定性的情報」をご覧ください。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 36,000株 22年３月期 36,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 8,650株 22年３月期 8,650株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 27,350株 22年３月期１Ｑ 29,340株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア向けの輸出や生産の増加を受けて、企業収益に回復の兆

しが見られましたが、欧州の財政問題に端を発した金融市場の混乱や信用不安の影響もあり、回復の足取りは不安定

なものとなりました。   

 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22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2.8％下回る9,605億円となりました（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。  

  

 各セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

① 書籍事業 

（単行本） 

 当第１四半期連結会計期間は58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「日本経済の真実」（28万部）、「プラチナデータ」（15万部）の２点

（同１点）となりました。 

（文庫本） 

 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52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「瞬」（18万部）、「鹿男あをによし」（10万部）の２点（同１点）と

なりました。 

（新書） 

 当第１四半期連結会計期間は12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０点（同１点）となりました。 

（雑誌） 

 男性誌「ゲーテ」及び女性誌「ジンジャー」の強化・育成、文芸誌「パピルス」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2,505百万円、セグメント利益は543百万円となりました。 

  

② コミックス事業 

 コミックス（単行本）等59点（前第１四半期連結会計期間は71点）を刊行いたしました。人気シリーズの当期刊行

作品が好調に推移し、返品率が改善いたしました。 

 これらの結果、売上高は618百万円となり、セグメント利益は127百万円となりました。 

  

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17点（前第１四半期連結会計期間は11点）を刊行し、会社案内、事業報告書等ＰＲ・ＩＲ

ツール６点（同11点）を制作いたしました。 

  これらの結果、売上高は265百万円、セグメント利益は128百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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④ 個人出版事業 

 個人出版書籍27点（前第１四半期連結会計期間は25点）を刊行いたしました。 

 これらの結果、売上高は80百万円、セグメント損失は10百万円となりました。 

  

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５点（前第１四半期連結会計期間は13点）

を制作・販売いたしました。 

 これらの結果、売上高は30百万円、セグメント損失は21百万円となりました。 

  

 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3,499百万円（前第１四半期連結会計期間比25.2％

増）、営業利益735百万円（同234.9％増）、経常利益768百万円（同239.5％増）、四半期純利益406百万円（同

213.0％増）となりました。  

  

（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 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は15,282百万円（前連結会計年度末比1.2％増）となりました。  

 流動資産は12,229百万円（同1.8％増）、固定資産は3,053百万円（同1.1％減）となりました。 

 流動資産の変動の主な要因は、受取手形及び売掛金457百万円の減少（同8.0％減）、現金及び預金619百万円の増

加（同16.7％増）であります。     

 固定資産の変動の主な要因は、投資その他の資産26百万円の減少（同1.9％減）であります。 

 負債は、未払法人税等111百万円の増加（同47.8％増）がありましたが、役員賞与引当金100百万円の減少（同

75.0％減）、賞与引当金84百万円の減少（同52.9％減）が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ113百万円減少

（同2.3％減）し、4,830百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金269百万円の増加（同3.2％増）が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ297百万円増加

（同2.9％増）し、10,451百万円となりました。 

  

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4,730百万円（前

連結会計年度末比619百万円増）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233百万円、役員賞与引当金の減少額100百万円等がありました

が、税金等調整前四半期純利益が773百万円、売上債権の減少額457百万円等により、706百万円（前年同期間は204百

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、匿名組合出資金の払戻による収入36百万円等により、17百万円（同296百万円の

収入）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払額105百万円により、105百万円（同201百万円の支出）となりまし

た。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績は、営業利益、経常利益、当期純利益において、平成22年５月14日に公表いた

しました第２四半期連結累計期間の業績予想を上回る状況で推移しております。しかしながら、当社を取り巻く事

業環境は依然として厳しく、現時点において不確定な要素も多いため、平成23年３月期の見通しにつきましては、

平成22年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を据え置いております。 

 今後、業績予想の変更が必要と判断された場合は、速やかに開示いたします。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

２．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。  

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。    

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,325,110 3,705,817

受取手形及び売掛金 5,245,276 5,702,429

有価証券 705,071 704,996

商品及び製品 1,077,715 979,507

仕掛品 347,189 412,912

原材料及び貯蔵品 44,092 44,092

繰延税金資産 359,336 349,961

その他 129,625 121,149

貸倒引当金 △3,788 △8,647

流動資産合計 12,229,628 12,012,219

固定資産   

有形固定資産 1,654,003 1,658,526

無形固定資産 20,450 23,246

投資その他の資産 1,378,712 1,405,328

固定資産合計 3,053,166 3,087,101

資産合計 15,282,795 15,099,320

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,509,079 2,529,689

未払法人税等 343,495 232,394

賞与引当金 74,851 158,999

役員賞与引当金 33,500 134,000

返品調整引当金 526,041 559,214

その他 842,492 841,499

流動負債合計 4,329,460 4,455,796

固定負債   

退職給付引当金 125,928 120,825

役員退職慰労引当金 375,448 368,010

固定負債合計 501,376 488,835

負債合計 4,830,836 4,944,631
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 2,808,856 2,808,856

利益剰余金 8,742,907 8,473,355

自己株式 △1,846,547 △1,846,547

株主資本合計 10,041,126 9,771,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,672 22,501

評価・換算差額等合計 22,672 22,501

新株予約権 145 145

少数株主持分 388,013 360,468

純資産合計 10,451,958 10,154,689

負債純資産合計 15,282,795 15,099,320
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,794,512 3,499,288

売上原価 1,863,248 2,058,576

売上総利益 931,264 1,440,711

返品調整引当金戻入額 6,419 33,173

差引売上総利益 937,683 1,473,884

販売費及び一般管理費 717,967 738,014

営業利益 219,715 735,869

営業外収益   

受取利息 1,644 93

受取配当金 625 1,555

保険満期返戻金 3,062 2,434

匿名組合投資利益 － 26,370

その他 2,385 4,082

営業外収益合計 7,717 34,536

営業外費用   

自己株式取得費用 186 －

為替差損 960 2,009

その他 － 93

営業外費用合計 1,146 2,102

経常利益 226,286 768,303

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,625 4,858

会員権売却益 1,800 －

特別利益合計 4,425 4,858

特別損失   

固定資産除却損 － 90

投資有価証券評価損 7,419 －

特別損失合計 7,419 90

税金等調整前四半期純利益 223,293 773,071

法人税等 95,654 339,223

少数株主損益調整前四半期純利益 － 433,847

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,164 27,545

四半期純利益 129,804 406,302
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 223,293 773,071

減価償却費 15,767 14,554

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,625 △4,858

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,746 △84,147

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,250 △100,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） △6,419 △33,173

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,187 5,102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,584 7,438

受取利息及び受取配当金 △2,269 △1,648

固定資産除却損 － 90

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 －

映画製作出資金の増減額（△は増加） － △17,325

売上債権の増減額（△は増加） 193,416 457,153

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,214 △32,485

仕入債務の増減額（△は減少） △41,792 △13,605

長期未収入金の増減額（△は増加） 1,850 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,211 1,844

その他の固定資産の増減額（△は増加） 552 133

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,623 △34,853

その他 1,146 1,944

小計 301,695 938,735

利息及び配当金の受取額 2,269 1,648

法人税等の支払額 △99,831 △233,522

営業活動によるキャッシュ・フロー 204,134 706,861

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 △1,954 △7,122

無形固定資産の取得による支出 △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 △220 △11,578

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 － 36,289

投資活動によるキャッシュ・フロー 296,265 17,587

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 △93,351 －

配当金の支払額 △108,519 △105,081

財務活動によるキャッシュ・フロー △201,870 △105,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 298,529 619,367
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 3,039,314 4,110,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,337,843 4,730,182

（株）幻冬舎（7843）平成23年3月期　第１四半期決算短信

－ 9 －



 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第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 

   

【所在地別セグメント情報】  

前第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） 

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。 

  

【海外売上高】  

前第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） 

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
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 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、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 教育関連出版物、玩具等 
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【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、製品の性質、販売方法及び顧客の種類により「書籍事業」、「コミックス事業」、「コーポ

レート・コミュニケーション事業」、「個人出版事業」の４つを報告セグメントとしております。  

 「書籍事業」は書籍及び雑誌の発行、販売を行っております。「コミックス事業」はコミックス誌及びコミッ

クスの発行を行っております。「コーポレート・コミュニケーション事業」は企業出版物の企画、制作を行って

おります。「個人出版事業」は、個人出版物の企画、制作、販売等を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教育出版・玩具事業であ

ります。  

   ２．セグメント利益の調整額は棚卸資産の調整額42千円であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。   

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント

その他 合計 調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 書籍  コミックス 

コーポレート・

コミュニケーシ

ョン 
個人出版 計

売上高                   

外部顧客へ

の売上高 
 2,505,386  618,153  265,241  80,152  3,468,934  30,353  3,499,288  －  3,499,288

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 10,587  －  3,000  －  13,587  14  13,601  △13,601 - 

計  2,515,974  618,153  268,241  80,152  3,482,522  30,368  3,512,890  △13,601  3,499,288

セグメント利益

又は損失（△） 
 543,809  127,330  128,866  △10,659  789,346  △21,084  768,261  42  768,303

（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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（１）生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

  当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。          

 （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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況                               

  当第１四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

        （単位：千円）

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社グループは、コーポレート・コミュニケーション事業及び個人出版事業を除いては見込生産を行ってい

るため、上記以外については該当事項はありません。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

書籍（千円）  2,394,711 - 

コミックス（千円）  626,559 - 

コーポレート・コミュニケーション（千円）  259,888 - 

個人出版（千円）  77,874 - 

  報告セグメント計（千円）  3,359,034 - 

その他（千円）  26,970 - 

合計  3,386,004 - 

セグメントの名称 受注高 前年同四半期比（％） 受注残高 前年同四半期比（％）

コーポレート・コミュニケーション  155,021 -  359,015 - 

個人出版  101,910 -  170,407 - 

合計  256,932 -  529,422 - 
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(3）販売実績   

  当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                     （単位：千円）

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。     

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

書籍  2,505,386 - 

コミックス  618,153 - 

コーポレート・コミュニケーション  265,241 - 

個人出版  80,152 - 

  報告セグメント計   3,468,934 - 

その他  30,353 - 

合計  3,499,288 - 

相手先 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

日本出版販売株式会社  1,069,490  38.3  1,355,891  38.7

株式会社トーハン  799,191  28.6  954,538  27.3
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