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1.  平成25年9月期第1四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成24年12月31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 ％

25年9月期第1四半期 602 △6.9 23 △25.1 31 △19.9 21 82.6
24年9月期第1四半期 647 △10.1 30 △41.8 39 △34.5 11 △56.3

（注）包括利益 25年9月期第1四半期 27百万円 （130.1％） 24年9月期第1四半期 11百万円 （△63.2％）

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

25年9月期第1四半期 5.69 ―
24年9月期第1四半期 3.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第1四半期 4,756 3,777 79.4
24年9月期 4,841 3,787 78.2
（参考） 自己資本   25年9月期第1四半期  3,775百万円 24年9月期  3,785百万円

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

24年9月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,432 1.8 42 △27.6 57 △19.7 35 6.1 9.38
通期 2,766 0.1 69 86.5 94 56.7 52 108.0 13.94



(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  ：  無  

(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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社グループ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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算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」を
ご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期1Q 4,398,464 株 24年9月期 4,398,464 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q 667,699 株 24年9月期 667,699 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 3,730,765 株 24年9月期1Q 3,730,803 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、復興需要を背景に国内需要が手堅く推移いたしました

が、欧州債務問題の長期化や新興国の景気減速により、相変わらず先行き不透明な状況で推移いたし

ました。  

 出版業界においても、効果的な対応が見つからず依然として低迷状態が続いております。このよう

な状況の中、当社グループは、当社がこれまで培ってきたブランドとノウハウを活かした本づくりを

１冊１冊丁寧に行いながら活動いたしましたが、目立った制度改正もなく、読者ニーズを喚起できま

せんでした。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は602百万円（前年同四半期比6.9％減）、営業

利益は23百万円（前年同四半期比25.1％減）、経常利益は31百万円（前年同四半期比19.9％減）、四

半期純利益は21百万円（前年同四半期比82.6％増）となりました。  

 事業別の概況は次のとおりです。  

 (出版事業)  

 目立った制度改正がない中、前年に引き続き、社会の変化に対応した本づくりを念頭にいれて１冊

１冊丁寧にかつ積極的に活動いたしました。その結果、読者ニーズを雑誌は少しずつ掴みつつありま

すが、書籍は的確に捉えるまでには至りませんでした。  

 以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は567百万円（前年同四半期比7.5％減）、営業利

益は８百万円（前年同四半期比59.7％減）となりました。  

 (出版付帯事業)  

 出版付帯事業の主力事業は、当社雑誌への広告請負代理ですが、紙媒体への広告が減少する中、な

かなか活路が見出せない状況が続いております。  

 以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は34百万円（前年同四半期比3.0％増）、営業利

益は７百万円（前年同四半期比165.6％増）となりました。 

  

 (資産)  

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は4,756百万円となり、前連結会計年度末に比べ85

百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少100百万円等による流動資産の減

少91百万円によるものです。  

 (負債)  

 負債は978百万円となり、前連結会計年度末に比べ75百万円減少いたしました。これは主に、支払

手形及び買掛金の減少61百万円等による流動負債の減少80百万円によるものです。  

 (純資産)  

 純資産は3,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円減少いたしました。これは主に、

期末配当金の支払い等により利益剰余金が16百万円減少したことによるものです。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成25年９月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年11月９日

に公表いたしました「平成24年９月期 決算短信」に記載の業績予想に、現時点で変更はありませ

ん。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,685,374 1,630,504

金銭の信託 682,782 687,282

受取手形及び売掛金 920,104 819,448

有価証券 98,013 109,376

商品及び製品 416,315 500,886

仕掛品 63,327 38,261

原材料及び貯蔵品 3,152 8,589

未収還付法人税等 28,177 28,177

その他 78,479 61,221

貸倒引当金 △1,128 △1,038

流動資産合計 3,974,597 3,882,709

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 65,061 63,945

土地 474,063 474,521

その他（純額） 11,925 10,876

有形固定資産合計 551,049 549,343

無形固定資産 44,375 43,618

投資その他の資産

投資有価証券 138,819 148,314

繰延税金資産 82,652 80,997

事業保険積立金 36,857 37,817

その他 15,329 15,162

貸倒引当金 △1,889 △1,889

投資その他の資産合計 271,769 280,403

固定資産合計 867,194 873,365

資産合計 4,841,791 4,756,074
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 535,306 473,319

未払法人税等 855 3,208

返品調整引当金 65,244 62,675

賞与引当金 48,620 14,685

その他 165,009 180,805

流動負債合計 815,035 734,693

固定負債

退職給付引当金 238,960 243,617

固定負債合計 238,960 243,617

負債合計 1,053,995 978,311

純資産の部

株主資本

資本金 383,273 383,273

資本剰余金 203,710 203,710

利益剰余金 3,498,430 3,482,334

自己株式 △299,644 △299,644

株主資本合計 3,785,769 3,769,673

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 173 6,185

その他の包括利益累計額合計 173 6,185

少数株主持分 1,852 1,903

純資産合計 3,787,795 3,777,763

負債純資産合計 4,841,791 4,756,074
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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23年10月１日
至 平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 647,644 602,652

売上原価 391,300 349,037

売上総利益 256,343 253,615

返品調整引当金戻入額 1,264 2,569

差引売上総利益 257,607 256,184

販売費及び一般管理費 226,834 233,145

営業利益 30,773 23,039

営業外収益

受取利息 823 820

受取配当金 1,052 1,081

受取地代家賃 2,094 2,413

投資有価証券評価損戻入益 － 2,394

その他 4,575 1,689

営業外収益合計 8,546 8,399

営業外費用

投資有価証券評価損 123 －

その他 1 46

営業外費用合計 124 46

経常利益 39,194 31,393

特別利益

投資有価証券売却益 － 114

特別利益合計 － 114

税金等調整前四半期純利益 39,194 31,507

法人税、住民税及び事業税 2,110 2,819

法人税等調整額 25,410 7,424

法人税等合計 27,521 10,243

少数株主損益調整前四半期純利益 11,673 21,263

少数株主利益 59 51

四半期純利益 11,613 21,211
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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23年10月１日
至 平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 11,673 21,263

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 180 6,012

その他の包括利益合計 180 6,012

四半期包括利益 11,853 27,275

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,793 27,223

少数株主に係る四半期包括利益 59 51
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該当事項はありません。 

  

 当社グループは、主に企業経営全般に関する専門書籍、雑誌の出版・販売を行う出版事業と広告請

負代理等を行う出版付帯事業からなっております。広告請負代理は当社の発行する雑誌に掲載する広

告を請け負っているものであり、雑誌制作全体から見て一体のものであるといえます。したがって、

事業セグメントは単一と判断し、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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

【セグメント情報】

（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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