
  

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 

  

  
（２）連結財政状態 

  
２．配当の状況 

  

（注）平成24年３月期配当金の内訳 普通配当1円50銭 記念配当50銭 
  
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） 
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  （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 ％ 

24年３月期第３四半期  8,903  △29.9  478  △53.9  410  △57.5  498  －

23年３月期第３四半期  12,700  △3.7  1,036  －  965  898.6  △581  －

（注）  包括利益 24年３月期第３四半期 486百万円 ( ％)－ 23年３月期第３四半期 △518百万円 ( ％)－

  
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３四半期  13.89  －

23年３月期第３四半期  △16.21  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期  13,475  8,448  62.4

23年３月期  14,744  7,963  53.8

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 8,411百万円 23年３月期 7,928百万円 

  
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 

23年３月期  － － － 0.00  0.00

24年３月期  － － －  

24年３月期（予想）       2.00  2.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  11,000  △27.4  140  △74.7  100  △80.7  200  －  5.57

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規    －   社  （社名）                       、除外      １ 社  （社名）株式会社iメディカル 

  

 （注）詳細は、添付資料P.８「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報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しています。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有

（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

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３Ｑ 37,371,500株 23年３月期 37,371,500株

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 1,472,926株 23年３月期 1,471,226株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 35,899,461株 23年３月期３Ｑ 35,902,094株
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（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における主な関係会社の異動は、以下のとおりであります。  

 平成23年５月10日におきまして、新規事業開発、既存事業の活性化及びＲ＆Ｄ等に注力することを目的とし、

Impress Business Development(同)を設立しております。当該合同会社は、第１四半期連結会計期間より連結子会

社として、「その他」セグメントに含めております。 

 経営資源を集中し業務の効率化を図ることで収益力を向上させることを目的として、平成23年10月１日付で、㈱

Impress Comic Engineは㈱Impress Touchを吸収合併しております。また、㈱Impress Comic Engineは、同日付で商

号を㈱ICEへと変更しております。 

 医療セグメントにつきましては、前連結会計年度において、「連結子会社の営む事業」から「持分法適用関連会

社の営む事業」へと変更しております。 また、㈱iメディカルは、平成23年10月24日付で、清算結了しておりま

す。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業セグメント区分 事業区分  事業内容 主要な会社 

IT 

（IT分野に関するメディア及

び関連サービス事業) 

メディア事業 

デジタル  
デジタルメディアの企画制作、

販売及び広告収入等 

㈱インプレスＲ＆Ｄ 

㈱インプレスビジネスメディア 

㈱インプレスジャパン 

㈱Impress Watch 

英普麗斯(北京）科技有限公司 

 

  

出版 

出版流通を主な販売チャネルと

した雑誌、ムック、書籍等の企

画制作、販売及び広告収入等 

ターゲット 

ユーザー属性の明確な顧客層を

対象としたメディアの企画制

作、販売及び広告収入等 

サービス事業 

PCソフト等の物販事業、販促物

等の受託制作 

音楽 

（音楽分野に関するメディア

及び関連サービス事業) 
メディア事業 

デジタル  
デジタルメディアの企画制作、

販売及び広告収入等 

㈱リットーミュージック   

出版 

出版流通を主な販売チャネルと

した雑誌、ムック、書籍、映像

製品等の企画制作、販売及び広

告収入等 

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) メディア事業 

デジタル  
デジタルメディアの企画制作、

販売及び広告収入等 

㈱エムディエヌコーポレーション  

出版 

出版流通を主な販売チャネルと

した雑誌、ムック、書籍等の企

画制作、販売及び広告収入等 

医療 

（医療分野に関するメディア

及び関連サービス事業) 

メディア事業 ターゲット 

ユーザー属性の明確な顧客層を

対象としたメディアの企画制

作、販売及び広告収入等 ㈱メディカルトリュビューン 

※１、２ 

サービス事業 
医学学会関連事業、医学コンベ

ンション事業等  

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) メディア事業 

デジタル  
デジタルメディアの企画制作、

販売及び広告収入等 

㈱山と溪谷社 

出版 

出版流通を主な販売チャネルと

した雑誌、ムック、書籍、映像

製品等の企画制作、販売及び広

告収入等 
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 （注）１．㈱メディカルトリビューンは、平成22年８月１日付の事業譲渡における譲渡先企業であり、当社が同社株式

の20％を取得したことにより持分法適用関連会社となっております。   

    ２．㈱iメディカルは、平成23年10月24日付で清算結了したことにより、当第３四半期連結会計期間より連結の

範囲から除外しております。 

    ３．㈱Impress Comic Engineは㈱Impress Touchを平成23年10月１日付で吸収合併しております。また、㈱

Impress Comic Engineは、同日付で商号を㈱ICEへと変更しております。   

    ４．㈱クリエイターズギルドは、平成23年５月12日付で株式を譲渡し、議決権の所有割合が減少したことに伴

い、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

    ５．Impress Business Development合同会社は、平成23年５月10日に設立し、第１四半期連結会計期間より連結

子会社として、「その他」セグメントに含めております。 

   

（当第３四半期連結累計期間の業績全般の概況）    

 文中の事業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、セグメント利益は、経常利益をベ

ースとしております。 

  

 当社は、前第３四半期連結会計期間において、医療セグメントの子会社㈱メディカルトリビューンの全事業を譲

渡しております。これにより、当第３四半期連結累計期間と前第３四半期連結累計期間の業績に大きな変動がある

ため、医療セグメントの業績と同事業を除外した基幹事業の業績につきまして、以下のとおり比較対比しておりま

す。 

  

 当第３四半期連結累計期間の基幹事業につきましては、出版広告及び既刊書籍の販売が堅調に推移し、大型季節

商品の出荷規模も増加いたしましたが、事業再編に伴い売上高が大きく減少したことに加えて、震災の影響により

ITセグメントの広告収入が減少し、刊行タイトルの減少等により出版売上も減少いたしました。 

 これらの結果、売上高は前年同期に比べ842百万円減少し、8,903百万円となりました。経常利益では、事業再編

に伴う利益影響度は限定的となり、原価抑制や固定費削減などにより収益性は改善いたしましたが、減収の影響を

補えず、前年同期に比べ128百万円減少し、478百万円となりました。 

 また、医療セグメントの事業譲渡の影響により、医療セグメントの業績は、前年同期に比べ売上高で2,954百万

円、経常利益で426百万円の減少となりました。 

  

事業セグメント区分 事業区分  事業内容 主要な会社 

モバイルサービス 

(モバイル関連のメディア及び

サービス事業)  

 メディア事業 ターゲット 

ユーザー属性の明確な顧客層を

対象としたメディアの企画制

作、販売及び広告収入等 
㈱ICE ※３ 

㈱デジタルディレクターズ 

  サービス事業 

電子書籍の企画制作、モバイル

端末向けサービスの企画・開

発・運営等 

その他  

  

出版事業等 ㈱近代科学社 

Impress Business Development合同会

社 

※４、５ 

      （単位：百万円）

    売上高 経常利益 

平成24年３月期  連結合計 8,903  410

（当第３四半期連結累計期間）   基幹事業 8,903  478

（A）   医療セグメント －  △68

平成23年３月期  連結合計 12,700  965

（前第３四半期連結累計期間）   基幹事業 9,746  607

（B）   医療セグメント 2,954  357

増減額  連結合計 △3,797  △555

（A）-（B）   基幹事業 △842  △128

    医療セグメント △2,954  △426
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 以上により、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は前年同期（12,700百万円）に比べ、3,797百万円減少し、

8,903百万円、経常利益では前年同期（965百万円）に比べ、555百万円減少し、410百万円となりました。 

 特別損益につきましては、ソフトウエアのオンライン販売事業を譲渡したことや子会社株式売却等により特別利

益130百万円（前年同期は219百万円）を計上、特別損失は事業構造改革が一巡したことより大幅に減少いたしまし

た。また、法人税等につきましては、当第３四半期連結累計期間に法人税等還付税額68百万円を計上したことに加

えて、前第３四半期連結累計期間は医療セグメントの事業譲渡に伴う法人税等を計上したことにより前年同期

（1,571百万円）に比べ1,554百万円減少して17百万円となりました。これらの結果、四半期純利益は、前年同期

（581百万円の損失）に比べて1,080百万円増加し、498百万円となりました。 

  

①IT 

■メディア事業 

 デジタルメディアにつきましては、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/）等を中心に震災の影響などにより、広告収入が軟調に推移したことに加え、

テクノロジー、メディア等をテーマとした調査報告書等のコンテンツ販売も減少した結果、減収となりました。  

  

 出版メディアにつきましては、Android搭載スマートフォンの総合情報誌として雑誌「Androider+」（アンドロイ

ダープラス）を創刊し、またスマートフォン関連を中心とした書籍販売及び季節商品の出荷は前年同期並みの水準

となりましたが、前年同期の売上に大きく寄与したマイクロソフト社の新製品に関連したパソコン入門書の大型刊

行等がなかったことに加え、ムック刊行タイトルの減少等も影響し、減収となりました。   

  

 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。エンタープライズIT専門誌「IT Leaders」の広告もデジタルメディアと同様に広告出稿に震

災の影響が発生し、減収となりました。   

  

 これらの結果、メディア事業の売上高は、震災の影響などによる広告の減収等が大きく影響し、前年同期（3,467

百万円）比6.4％減の3,244百万円となりました。 

  

■サービス事業 

 ITセグメントの同事業は、ソフトウエアのオンライン販売事業を平成23年７月１日付で事業譲渡しており、第２

四半期連結会計期間からは、クライアントからの受託による販促物等の制作及びその周辺サービスが中心になって

おります。 

 受託制作等のサービスにつきましては、中国市場向けのプロモーションツールの制作受託の堅調な推移に加え、

セミナー等のイベント収入は堅調に推移いたしましたが、事業譲渡に伴う売上高の減少により、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、事業譲渡による減収等が大きく影響し、前年同期（1,063百万円）比

25.9％減の787百万円となりました。 

  

 以上により、「IT」の売上高は、前年同期（4,530百万円）比11.0％減の4,032百万円となりました。セグメント

利益では、ソフトウエア販売事業の事業譲渡による利益影響は限定的となり、原価の削減に努めましたが、広告収

入等の減少の影響を補えず、前年同期（395百万円）比37.0％減の249百万円の利益となりました。 

  

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３四半期連結累計期間につきまして

は、既刊ムック・書籍の販売及び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が堅調な推移となり、雑誌読者や音楽プレイヤ

ー向けのイベント収入等も増加いたしましたが、雑誌販売及び広告収入の減少等を補えず、若干の減収となりまし

た。 

  

 以上により、「音楽」の売上高は、前年同期（1,881百万円）比2.6％減の1,832百万円となりました。セグメント

利益では、原価及び販管費等のコスト削減に努めたものの、減収の影響を補えず、前年同期（154百万円）比15.7％

減の130百万円の利益となりました。 
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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３四半期連結累計期間につきまし

ては、雑誌及びデジタル広告が増収となったことに加えて、デザイン関連の既刊書籍等の出荷が堅調に推移いたし

ましたが、新刊書籍の出荷規模の縮小や雑誌販売の減少などにより減収となりました。 

  

 以上により、「デザイン」の売上高は、前年同期（651百万円）比8.1％減の598百万円となりました。セグメント

利益では、不採算誌の休刊及び人件費等を中心とした固定費の削減等による利益改善効果はありましたが、製品規

模の縮小等による減収により、前年同期（18百万円）比30.9％減の12百万円の利益となりました。  

  

④医療 

■メディア事業 

 医療セグメントにつきましては、前第３四半期連結会計期間において、医療セグメントの事業が「連結子会社が

営む事業」から「持分法適用会社が営む事業」に位置付けが変更となったことにより、当第３四半期連結累計期間

における同セグメントの売上高は、前年同期（2,954百万円）に比べ、2,954百万円減少いたしました。持分法投資

損益を含むセグメント利益では、前年同期（357百万円）に比べ、426百万円利益が減少し68百万円の損失となりま

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３四半期連結累計期間につきま

しては、大型の季節商品であるカレンダーの出荷規模が増加、デジタル事業との相乗効果も有り、出版広告が好調

な推移となりましたが、書籍を中心に刊行タイトルが減少し、加えて前年同期の売上に寄与した大型の受託案件等

の特殊要因がなかったことが影響し、減収となりました。 

 一方、前年度より取り組んでおりますデジタル事業につきましては、山と女性をつなぐアウトドア誌『Hütte』の

電子化事業による収入や登山情報サイト「Yamakei Online」（http://www.yamakei-online.com/）の広告収入を中

心に堅調に推移しております。 

  

 以上により、「山岳・自然」の売上高は、前年同期（1,789百万円）比5.8％減の1,685百万円となりましたが、原

価及び販管費の削減により、セグメント利益では、前年同期（340百万円）比2.5％増の349百万円となりました。 

  

⑥モバイルサービス 

 モバイルサービスセグメントは、モバイル端末向けのコンテンツ制作、配信ソリューション及び関連サービスの

提供が中心となっております。当第３四半期連結累計期間につきましては、不採算事業の整理を行ったものの、メ

ディアの広告収入及びデジタルコミック配信サイトの運営受託収入が堅調に推移し、増収となりました。 

  

 以上により、売上高は、前年同期（560百万円）比9.9％増の615百万円となりました。セグメント利益では、増収

に加え、不採算事業の整理や固定費等のコスト削減も寄与し、前年同期（15百万円の損失）に比べ45百万円利益が

増加し、29百万円の利益となりました。 

  

⑦その他 

 その他セグメントにつきましては、事業構造改革に伴う不採算事業の撤退の影響や子会社株式の売却による連結

の範囲変更もあり、売上高は、前年同期（361百万円）比69.4％減の110百万円となりました。セグメント利益で

は、電子出版を中心とした新規事業開発、既存事業の活性化及びＲ＆Ｄ等に注力することを目的とした投資を行い

ましたが、不採算事業の撤退に伴う固定費等のコスト削減により、前年同期（14百万円の損失）とほぼ同水準の14

百万円の損失となりました。 

  

⑧全社 

 当社は、グループの戦略策定及び経営管理等の機能を担う当社と、物流・販売管理機能を担う株式会社インプレ

スコミュニケーションズを全社区分に定義しており、グループ会社からの配当、情報システム等の経営インフラの

使用料及びグループ会社の物流・販売管理に伴う手数料収入をセグメント間取引の売上高として計上し、同経営イ

ンフラの運営に係る費用を負担しております。 
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 当第３四半期連結累計期間の全社区分につきましては、売上高は前年同期（1,186百万円）比16.5％減の990百万

円と大幅に減少したため、物流コスト等のコスト削減により補うことができず、全社のセグメント利益は前年同期

（59百万の損失）に比べ92百万円損失が増加し、152百万円の損失となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末は、前連結会計年度に計上しました事業譲渡益に対する未払法人税等（1,252百万

円）を納付したこと等により、前連結会計年度末に比べて総資産が1,269百万円、負債が1,754百万円減少いたしま

した。純資産につきましては、その他の包括利益累計額合計が16百万円減少したものの、四半期純利益498百万円

を計上したこと等により、8,448百万円となりました。 

 純資産から新株予約権及び少数株主持分を引いた自己資本は8,411百万円となり、自己資本比率は62.4％と前連

結会計年度末（53.8％）に比べて8.6ポイント増加いたしました。 

 主な増減は以下のとおりであります。 

  

■流動資産 1,679百万円減少 

 季節的変動要因により受取手形及び売掛金が575百万円増加したものの、法人税等の納付や満期保有目的債券の

新規購入により現金及び預金が1,938百万円減少したことなどによるものです。 

  

■固定資産 410百万円増加 

 満期保有目的債券の新規購入等により投資有価証券が489百万円増加したことなどによるものです。 

  

■流動負債 1,901百万円減少    

前連結会計年度に計上しました医療セグメントの事業譲渡益に対する法人税等を含めた未払法人税等や未払消費

税等の納付により1,459百万円減少したことに加え、短期借入金の返済により300百万円減少したことなどによるも

のです。 

  

■固定負債 146百万円増加 

 社債の返済により32百万円減少したものの、借入の実行により長期借入金が181百万円増加したことなどによる

ものです。  

  

■純資産 485百万円増加 

 投資先企業の株式評価見直しによりその他有価証券評価差額金が14百万減少したものの、四半期純利益498百万

円を計上したことによるのものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３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、大型季節商品の出荷に

伴い売上債権が大幅に増加したことに加えて、前連結会計年度に計上いたしました医療セグメントの事業譲渡益に

対する未払法人税等の納付などにより営業活動で987百万円、満期保有目的債券等の取得などにより投資活動で910

百万円、借入金の実行額を上回る返済などにより財務活動で33百万円、それぞれ資金を使用したことにより、前連

結会計年度末に比べ1,938百万円減少し、当第３四半期連結累計期間末の資金残高は4,152百万円となりました。  

前第３四半期連結累計期間との比較では、医療セグメントの事業譲渡の影響等により営業活動では1,275百万円

収支が減少しております。また、当第３四半期連結累計期間におきましては、満期保有目的債券を中心に有価証

券・投資有価証券の取得により1,010百万円の支出があり、前第３四半期連結累計期間において医療セグメントの

事業譲渡による収入が4,237百万円あったため、投資活動において3,393百万円収支が減少しております。財務活動

におきましては、借入金の返済が増加したことなどにより243百万円収支が減少しております。 

  

以上により、当第３四半期連結累計期間において獲得した資金は、前年同期に比べ4,904百万円減少し、当第３

四半期連結累計期間末の資金残高は、前年同期末に比べて2,239百万円減少いたしました。 

  

■営業活動によるキャッシュ・フロー 

法人税等の還付により708百万円の収入があったものの、医療セグメントの事業譲渡により営業利益が減少した

ことに加え、前連結会計年度に計上しました事業譲渡益に対する未払法人税等（1,252百万円）を納付したことな

どにより、前年同期は288百万円の収入となりましが、当第３四半期連結累計期間は987百万円の支出となりまし

た。 
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■投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間の設備投資等につきましては、投資一巡により90百万円にとどまりました。また、前

第３四半期累計期間に実施した事業譲渡により獲得した資金の運用として満期保有目的債券の取得などにより

1,010百万円支出しましたが、前第３四半期連結累計期間において医療セグメントの事業譲渡による収入が4,237百

万円あったため、前年同期は2,483百万円の収入となりましたが、当第３四半期連結累計期間は910百万円の支出と

なりました。 

  

■財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入の実行により600百万円の資金を獲得しましたが、借入金の返済等による支出が増加し、前年同期は209

百万円の収入となりましたが、当第３四半期連結累計期間は33百万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   

当社は、平成24年２月３日に連結業績予想の修正を行っております。     

当第３四半期連結累計期間における業績動向につきましては、利益への影響が限定的であるもののソフトウエア

のオンライン販売事業を譲渡したことに加えて、東日本大震災以降のITセグメントの広告収入の回復遅れ等の影響

がありましたが、ITセグメント以外の広告収入や中国関連事業が堅調に推移しており、また原価抑制や販管費の削

減効果等も寄与した結果、営業・経常利益につきましては、当初予想から若干の減少に留まりました。一方、オン

ライン販売事業の譲渡益や子会社株式売却益に加え、前期に引当てた災害損失が想定を下回ったことによる引当金

の戻入益などの特別利益を計上いたしました。 

なお、通期の連結業績予測につきましては、第４四半期連結会計期間の業績動向に関する変動リスクとして、厳

しい環境が続くITセグメントの広告収入及び大型季節商品である年賀状ムック・カレンダーの返品リスク等を勘案

した内容となっております。 
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  ㈱iメディカルは、平成23年10月24日付で清算結了したことにより、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲

から除外しております。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  税金費用につきましては、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。   

   

（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
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,091,371 4,152,578

受取手形及び売掛金 3,645,410 4,220,983

有価証券 402,479 601,856

商品及び製品 1,056,575 1,048,728

仕掛品 96,027 88,941

繰延税金資産 35,567 35,567

その他 770,488 279,396

返品債権特別勘定 △26,300 △38,400

貸倒引当金 △36,346 △33,733

流動資産合計 12,035,273 10,355,919

固定資産   

有形固定資産 175,014 152,129

無形固定資産   

のれん 2,634 1,447

ソフトウエア 265,699 183,960

ソフトウエア仮勘定 6,801 23,143

その他 15,063 14,699

無形固定資産合計 290,199 223,251

投資その他の資産   

投資有価証券 1,903,567 2,393,566

その他 341,172 351,190

貸倒引当金 △810 △810

投資その他の資産合計 2,243,929 2,743,947

固定資産合計 2,709,144 3,119,327

資産合計 14,744,417 13,475,247
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,539,479 1,434,882

短期借入金 900,098 600,000

1年内償還予定の社債 64,000 64,000

1年内返済予定の長期借入金 353,900 471,768

未払法人税等 1,353,127 47,166

賞与引当金 213,146 46,378

役員賞与引当金 9,150 －

返品調整引当金 232,346 317,573

災害損失引当金 54,395 28,490

その他 979,772 787,996

流動負債合計 5,699,416 3,798,256

固定負債   

社債 104,000 72,000

長期借入金 276,700 458,465

退職給付引当金 631,253 649,288

その他 69,453 48,553

固定負債合計 1,081,406 1,228,306

負債合計 6,780,822 5,026,563

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 △2,627,068 △2,127,965

自己株式 △418,675 △418,820

株主資本合計 7,839,894 8,338,853

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 98,894 84,836

為替換算調整勘定 △10,647 △12,670

その他の包括利益累計額合計 88,246 72,165

新株予約権 29,561 28,900

少数株主持分 5,891 8,764

純資産合計 7,963,594 8,448,683

負債純資産合計 14,744,417 13,475,247
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（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 12,700,592 8,903,453

売上原価 7,734,950 5,349,960

売上総利益 4,965,641 3,553,492

返品調整引当金繰入額 84,814 97,327

差引売上総利益 4,880,827 3,456,165

販売費及び一般管理費 3,843,853 2,977,649

営業利益 1,036,973 478,516

営業外収益   

受取利息 3,098 14,013

受取配当金 2,016 5,111

貸倒引当金戻入額 － 1,266

その他 10,966 5,857

営業外収益合計 16,081 26,249

営業外費用   

支払利息 20,300 15,126

支払手数料 8,792 397

持分法による投資損失 34,641 69,554

為替差損 19,393 8,625

その他 4,853 1,018

営業外費用合計 87,982 94,722

経常利益 965,072 410,042

特別利益   

投資有価証券売却益 22,296 38,910

新株予約権戻入益 13,619 660

持分変動利益 5,352 12,742

事業譲渡益 167,366 52,709

災害損失引当金戻入益 － 23,279

その他 11,089 2,117

特別利益合計 219,725 130,421
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 25,233 9,116

投資有価証券売却損 863 －

投資有価証券評価損 20,022 2,141

事務所移転費用 25,093 －

事業構造改革費 44,768 －

減損損失 － 5,627

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,060 －

コミットメントライン解約損 15,542 －

その他 － 3,800

特別損失合計 151,585 20,686

税金等調整前四半期純利益 1,033,213 519,777

法人税等 1,571,674 85,870

法人税等還付税額 － △68,857

少数株主損益調整前四半期純利益 △538,461 502,764

少数株主利益 43,397 3,958

四半期純利益 △581,859 498,806
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △538,461 502,764

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26,641 △14,010

為替換算調整勘定 △6,299 △2,022

持分法適用会社に対する持分相当額 － △47

その他の包括利益合計 20,342 △16,081

四半期包括利益 △518,119 486,683

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △556,942 482,724

少数株主に係る四半期包括利益 38,822 3,958
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12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利益 1,033,213 519,777

減価償却費 216,695 155,759

減損損失 － 5,627

商標権償却 64,797 －

のれん償却額 108,146 1,187

退職給付引当金の増減額（△は減少） 69 21,637

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,530 △164,646

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △9,150

返品調整引当金の増減額（△は減少） 76,214 85,227

返品債権特別勘定の増減額（△は減少） 8,600 12,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,504 △1,930

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △25,904

受取利息及び受取配当金 △5,114 △19,124

支払利息 20,300 15,126

為替差損益（△は益） 2,163 7,542

持分法による投資損益（△は益） 34,641 69,554

投資有価証券売却損益（△は益） △21,433 △38,910

投資有価証券評価損益（△は益） 20,022 2,141

事業譲渡損益（△は益） △167,366 △52,709

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,060 －

売上債権の増減額（△は増加） △524,983 △622,827

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,288 13,906

未収入金の増減額（△は増加） △331,327 △2,039

仕入債務の増減額（△は減少） △30,470 △119,658

破産更生債権等の増減額（△は増加） △3,393 －

事業構造改革による未払金の増減額（△は減少） △142,300 △3,856

未払消費税等の増減額（△は減少） 363,808 △148,115

その他 4,302 5,151

小計 687,910 △294,133

利息及び配当金の受取額 6,125 22,130

利息の支払額 △20,273 △15,246

法人税等の還付額 58,952 708,744

法人税等の支払額 △444,616 △1,409,259

営業活動によるキャッシュ・フロー 288,098 △987,764
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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 △101,415 △202,188

有価証券の償還による収入 － 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 28,156

投資有価証券の取得による支出 △380,912 △808,441

投資有価証券の売却による収入 42,316 2,250

関係会社株式の取得による支出 △1,317,745 －

有形固定資産の取得による支出 △113,024 △36,273

有形固定資産の売却による収入 － 111

無形固定資産の取得による支出 △66,420 △54,344

貸付けによる支出 △22,500 △81,000

貸付金の回収による収入 32,057 6,395

敷金及び保証金の回収による収入 181,251 22,961

敷金及び保証金の差入による支出 △7,188 △35,703

事業譲渡による収入 4,237,036 47,946

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,483,455 △910,129

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） △60,000 △300,098

長期借入れによる収入 400,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △326,554 △300,367

社債の発行による収入 197,182 －

社債の償還による支出 － △32,000

自己株式の取得による支出 △217 △144

少数株主への配当金の支払額 △470 △574

その他 △32 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 209,909 △33,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,901 △3,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,969,561 △1,934,792

現金及び現金同等物の期首残高 3,427,574 6,091,371

連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の
減少額

－ △4,000

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5,428 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,391,707 4,152,578
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該当事項はありません。   

   

   

（ゼグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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 

（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、出版・受託制作・デジタルコンテ

ンツ販売及び配信受託事業等が含まれております。 

      ２. セグメント利益には、持分法投資損失が「医療」セグメントに 千円、「その他」に 千円含まれて

おります。 

      ３．報告セグメント合計額と四半期連結財務諸表計上額の差異の内容 

セグメント利益の調整額 千円には、事業セグメント以外の売上高 千円、セグメント間取引消

去 千円、各報告セグメントに配賦していない全社費用 千円、その他調整額 千円が含

まれております。 

４. セグメント利益は、四半期連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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 

（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、出版・受託制作・デジタルコンテ

ンツ販売及び配信受託事業等が含まれております。 

２．報告セグメント合計額と四半期連結財務諸表計上額の差異の内容 

セグメント利益の調整額 千円には、事業セグメント以外の売上高 千円、セグメント間取引消

去 千円、各報告セグメントに配賦していない全社費用 千円、その他調整額 千円が含ま

れております。 

３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。 

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント

その他 
(注）１ 

調整額 
(注）３  

四半期連結

財務諸表 
計上額 
(注）４ 

ＩＴ 音楽 デザイン 医療 山岳・自然
モバイル

サービス 
計 

売上高  4,530,481  1,881,869  651,638 2,954,322 1,789,733  560,210 12,368,255  361,793  (29,455) 12,700,592

セグメント利益又

はセグメント損失 
 395,945  154,706  18,057 357,559  340,602 (15,196) 1,251,674  (14,508)  (272,092) 965,072

16,575 18,066

△272,092 29,152

△58,608 △233,503 △9,133

  
報告セグメント

その他 
(注）１ 

調整額 
(注）２ 

四半期連結

財務諸表 
計上額 
(注）３ 

ＩＴ 音楽 デザイン 医療 山岳・自然
モバイル・

サービス 
計 

売上高  4,032,128  1,832,979  598,764 － 1,685,668  615,728 8,765,270  110,702  27,480 8,903,453

セグメント利益又

はセグメント損失 
 249,634  130,404  12,480 (68,954)  349,219 29,828 702,613  (14,092)  (278,478) 410,042

△278,478 75,933

△48,453 △313,915 7,957

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱インプレスホールディングス(9479)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

16




