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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 1,644 1.3 △23 ― △29 ― △63 ―
23年3月期第1四半期 1,624 5.1 15 ― 8 ― △310 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △25百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △56百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △9.10 ―
23年3月期第1四半期 △44.43 ―

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

24年3月期第1四半期 5,301 643 12.1 92.25
23年3月期 6,087 669 11.0 95.87
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  643百万円 23年3月期  669百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 3,140 1.2 27 △32.5 14 △26.3 8 ― 1.14
通期 7,830 1.1 156 3.3 120 29.0 70 ― 10.03



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、 
金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成24年３月期の連結業績予想は、「平成23年３月期 決算短信」（平成23年５月16日付）において公表した数値より変更しておりません。 
２．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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 7,000,000 株 23年3月期 7,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 21,540 株 23年3月期 21,460 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,978,482 株 23年3月期1Q 6,978,540 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による直接的な被害に加えて、原発事故に伴う

電力供給懸念、風評被害などにより東北地方のみならず東日本全域で景気は依然として厳しい状況が続いておりま

す。 

 このような状況のなか、当社グループは個人消費の低迷に伴い経費削減施策と海外事業部他メディア、洋書事業

の市場拡大を目標に事業展開を図りました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は16億４千４百万円

（前年同四半期比1.3％増）となりました。利益面では経費を圧縮し販売管理費の抑制に努めてまいりましたが、

昨年比96.1％で販売管理費予算には３％届きませんでした。また震災、原発事故の影響による外国人居住者の帰

国、外国人旅行者の激減などにより、洋書事業で売上総利益率が前年同四半期と比較して4.8ポイント減少した結

果、営業損失２千３百万円（前年同四半期の営業利益１千５百万円）、経常損失２千９百万円（前年同四半期の経

常利益８百万円）となりました。当四半期純損失は投資有価証券評価損３千３百万円の計上を行った結果６千３百

万円（前年同四半期の当期純損失３億１千万円）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間のセグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

（出版物・雑貨輸出事業） 

 円高の影響を受け北米市場の売上が低調となりましたが、日本語教材販売は引き続き堅調に推移いたしました。

海外大学図書館への輸出は、年度末の特別予算による注文が増加し堅調に推移しました。雑貨輸出は大手メーカー

の協力により新商品導入を行いましたが、北米市場は円高の影響を受け低調となりました。 

 その結果、当部門の売上高は４億９千９百万円（前年同四半期比0.7％減）、営業利益は１千３百万円（前年同

四半期比24.2％減）となりました。 

  

 （洋書事業） 

 東日本大震災、並びに福島原発の影響により、外国人居住者の帰国、外国人旅行者の激減などにより、空港、書

店店頭販売は減収となりました。塾、中学校及び高校への洋書教科書販売は堅調に推移しました。 

 その結果、当部門の売上高は４億９千１百万円（前年同四半期比5.3％減）、営業損失は５千９百万円（前年同

四半期の営業損失３千１百万円）となりました。 

 2011年１月より開始した自社倉庫による物流は順調に稼働し、更なるサービスの向上と経費削減に努めてまいり

ます。71期第２四半期は、同業他社との差別化を図った企画などで書店営業を強化いたします。 

  

（メディア事業） 

 輸入音響関連商品はK-POP、世界的なヒットとなったレディガガや、生誕125周年を迎えたフルトヴェングラーの

オリジナル商品などのヒット作にも恵まれ、順調に推移しました。雑貨関連においては、ネット販売ルートが業績

を牽引しております。特に携帯電話各社のスマートフォン発売に合わせて販売を開始した新作のヘッドホン関連の

売上が好調に推移しました。 

 その結果、当部門の売上高は６億１千６百万円（前年同四半期比9.2％増）、営業利益は３千３百万円（前年同

四半期比12.0％増）となりました。 

  

（不動産賃貸事業） 

 日貿ビル1階部分のテナントが退出をいたしました結果、売上高が約２割減となっておりますが、その他は引き

続き堅調に推移しました。 

 その結果、当部門の売上高は３千８百万円（前年同四半期比20.1％減）、営業利益は１千８百万円（前年同四半

期比30.1％減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ７億８千６百万円減少し、53億

１百万円となりました。 

 これは主に流動資産で現金及び預金が２億８千４百万円、受取手形及び売掛金が４億４千６百万円、商品が４千

５百万円減少したことによるものであります。 

 大学等への英語教科書の春季販売分の回収により受取手形及び売掛金が減少し、また春季販売の収束により在庫

調整を図ったことにより商品が減少しております。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ７億６千万円減少し、46億５千７百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



 これは、流動負債で支払手形及び買掛金が６億８千２百万円、短期借入金が５千５百万円減少し、固定負債で長

期借入金が３千７百万円減少したことによるものであります。 

 支払手形及び買掛金の減少は受取手形及び売掛金で記載した大学等への英語教科書の仕入代金の支払いによるも

のであり、短期及び長期借入金の減少は約定弁済によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて２千５百万円減少し、６億４千３百万円となりました。 

 これは四半期純損失６千３百万円を計上したものの投資有価証券の減損処理を実施したことによりその他有価証

券評価差額金が２千１百万円変動したことによるものであります。 

 なお、自己資本比率は前連結会計年度末より1.1ポイント増加し12.1％となりました。 

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期におきましては、ほぼ計画通りに推移しておりますので平成23年５月16日発表の第２四半期累計期

間および通期の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。 

   

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

 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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 928,177 643,667

受取手形及び売掛金 2,012,363 1,565,543

有価証券 53,779 54,075

商品及び製品 977,679 932,263

原材料及び貯蔵品 80 43

繰延税金資産 26,828 26,725

その他 102,282 104,413

貸倒引当金 △3,058 △4,121

流動資産合計 4,098,133 3,322,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 317,143 312,357

土地 1,178,600 1,178,600

リース資産（純額） 22,483 26,062

その他（純額） 13,078 12,616

有形固定資産合計 1,531,305 1,529,637

無形固定資産 43,525 41,562

投資その他の資産   

投資有価証券 324,564 313,107

長期貸付金 7,182 6,042

繰延税金資産 65,654 65,652

その他 53,260 58,448

貸倒引当金 △36,037 △35,656

投資その他の資産合計 414,624 407,593

固定資産合計 1,989,455 1,978,793

繰延資産   

社債発行費 209 104

繰延資産合計 209 104

資産合計 6,087,798 5,301,508



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,559,286 877,150

短期借入金 2,289,685 2,234,655

1年内償還予定の社債 17,500 17,500

リース債務 5,645 6,994

未払法人税等 9,615 4,960

前受金 305,754 361,928

賞与引当金 16,332 4,157

返品調整引当金 42,542 45,593

デリバティブ債務 44,833 33,850

その他 180,822 157,124

流動負債合計 4,472,017 3,743,914

固定負債   

長期借入金 280,925 243,110

リース債務 17,765 20,027

退職給付引当金 161,318 164,101

再評価に係る繰延税金負債 424,259 424,259

その他 62,413 62,299

固定負債合計 946,681 913,797

負債合計 5,418,699 4,657,712

純資産の部   

株主資本   

資本金 430,000 430,000

資本剰余金 195,789 195,789

利益剰余金 △395,943 △459,507

自己株式 △5,332 △5,345

株主資本合計 224,513 160,936

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △65,342 △43,568

繰延ヘッジ損益 △45,060 △35,611

土地再評価差額金 618,402 618,402

為替換算調整勘定 △63,415 △56,362

その他の包括利益累計額合計 444,584 482,860

純資産合計 669,098 643,796

負債純資産合計 6,087,798 5,301,508



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,624,437 1,644,865

売上原価 1,280,300 1,338,508

売上総利益 344,136 306,356

返品調整引当金戻入額 26,568 16,047

返品調整引当金繰入額 14,835 19,098

差引売上総利益 355,869 303,305

販売費及び一般管理費 340,351 327,212

営業利益又は営業損失（△） 15,517 △23,906

営業外収益   

受取配当金 3,157 6,714

為替差益 3,806 －

その他 2,135 478

営業外収益合計 9,099 7,192

営業外費用   

支払利息 11,022 9,372

為替差損 － 2,886

有価証券運用損 5,085 827

その他 280 161

営業外費用合計 16,388 13,248

経常利益又は経常損失（△） 8,228 △29,961

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,036 －

固定資産売却益 － 246

特別利益合計 3,036 246

特別損失   

投資有価証券評価損 320,640 33,351

その他 5 －

特別損失合計 320,645 33,351

税金等調整前四半期純損失（△） △309,380 △63,066

法人税等 734 497

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △310,115 △63,564

四半期純損失（△） △310,115 △63,564



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △310,115 △63,564

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 264,916 21,773

繰延ヘッジ損益 △7,664 9,449

為替換算調整勘定 △3,359 7,052

その他の包括利益合計 253,893 38,275

四半期包括利益 △56,222 △25,288

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △56,222 △25,288

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

  

  

  

Ⅰ 前第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） 

１．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 

（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、関係会社の小売を含んでお

ります。 

   ２．セグメント利益の調整額△21,481千円はセグメント間取引消去△20千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△21,461千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社

（提出会社）の管理部門等に係る費用であります。 

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

２．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。    

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額  
(注）２  

連結損益計
算書計上額
（注）３ 

出版物・
雑貨輸出
事業 

洋書事業 
メディア
事業 

不動産賃
貸事業 

計 

売上高                   

外部顧客

への売上

高 

 394,131  519,450  564,624  47,823  1,526,030  98,407  1,624,437  －  1,624,437

セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高 

 109,356  －  －  －  109,356  8,578  117,935  △117,935  －

計  503,488  519,450  564,624  47,823  1,635,386  106,986  1,742,372  △117,935  1,624,437

セグメント

利益又は損

失（△） 

 17,720  △31,022  29,515  26,043  42,257  △5,257  36,999  △21,481  15,517



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．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 

（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、関係会社の小売を含んでお

ります。 

   ２．セグメント利益の調整額△22,791千円はセグメント間取引消去△2,533千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△20,257千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社

（提出会社）の管理部門等に係る費用であります。 

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

２．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。    

   

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

   

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額  
(注）２  

連結損益計
算書計上額
（注）３ 

出版物・
雑貨輸出
事業 

洋書事業 
メディア
事業 

不動産賃
貸事業 

計 

売上高                   

外部顧客

への売上

高 

 397,028  491,823  616,550  38,205  1,543,608  101,256  1,644,865  －  1,644,865

セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高 

 102,840  －  －  －  102,840  424  103,265  △103,265  －

計  499,868  491,823  616,550  38,205  1,646,449  101,681  1,748,130  △103,265  1,644,865

セグメント

利益又は損

失（△） 

 13,434  △59,413  33,057  18,214  5,291  △6,407  △1,115  △22,791  △23,906

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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