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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第67期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 1,945,862 9,096,179

経常利益（千円） 11,804 82,457

四半期（当期）純利益（千円） 17,133 70,788

純資産額（千円） 879,761 847,775

総資産額（千円） 5,769,600 6,198,882

１株当たり純資産額（円） 147.10 141.72

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2.86 11.83

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 15.2 13.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
38,357 △251,784

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△12,225 △28,929

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
83,493 298,796

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
679,311 579,310

従業員数（人） 93 91

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し　

　　　　　　ておりません。

２　売上高には、消費税及び地方消費税（以下、消費税等という）は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当り四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 93〔38〕

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数の〔外書〕は、契約社員、嘱託及び臨時社員の当第１四半期連結会計期間における平均雇用人員であ

ります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 80〔31〕

　（注）１　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数の〔外書〕は、契約社員、嘱託及び臨時社員の当第１四半期会計期間における平均雇用人員でありま

す。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

出版物事業 1,040,206

音響及び雑貨事業 862,553

不動産賃貸事業 43,102

合計 1,945,862

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当社グループは取次を主体とした営業を行っており、顧客が不特定多数であり、かつ注文から販売に至るまでの日

数も短期間であるため、記載を省略しております。

(3）仕入実績

　当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

出版物事業 860,022

音響及び雑貨事業 726,988

合計 1,587,010

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。上記のほか、不動産賃貸原価は17,511千円であります。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　（１） 業績の状況

　当第１四半期におけるアメリカ経済は、サブプライム住宅ローン問題による住宅価格の下落に歯止めが掛か

らず、金融機関の追加損失発生による市場の混乱が継続し、雇用情勢の悪化や消費減退による景気後退は必至

の状態にあります。アメリカ経済に依存するわが国の経済においても輸出企業の業績懸念が現実のものとな

り、その影響を大きく受けました。また、ヨーロッパや新興国経済にも減速懸念が台頭してきております。さら

に、原油価格の高騰は企業の原材料価格の上昇、食料品をはじめとする生活必需品の値上げを招く結果となり

景気減速リスクは確実に高まっております。

このような厳しい状況の中で、当社グループは出版物の輸出売上の拡大、洋書の国内販売のシェア拡大、輸入音

楽ソフトについては利益率の確保と経費削減を目標に営業展開を図りました。その結果、当第１四半期の売上

高は前期比10.1％減の１９億４千５百万円となりました。営業利益におきましては販売費及び一般管理費を３

千４百万円削減したものの、売上減による減益をカバーできず前期比40.8％減の９百万円となりました。経常利

益におきましては３月末の極端な円高と株安から若干の好転はあったものの金利負担増により、前期比40.5％

減の１千１百万円となりました。四半期純利益におきましては貸倒引当金戻入額を計上した結果、前期比3.9％

減の１千７百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

（出版物事業）

海外大学図書館への輸出売上げは雑誌の継続注文の遅れと、出荷すべき雑誌の入荷遅れ、高額書籍の入荷遅れ

等により前期比で若干の減収減益となりました。

和書籍・和雑誌の輸出売上げは香港向けが堅調に推移しましたが、日本語の学習書は前期大幅な増収となった

反動により減収となりました。一方業界の再編が著しい英語教科書を中心とした洋書の国内販売は堅調に推移

しましたが、利益面においては利益率の低下により低調でした。

その結果、当セグメントの売上高は１０億４千万円（前年同期比1.7％減）、営業損失は１千４百万円（前年同

期は営業利益１千８百万円）となりました。

（音響および雑貨事業）

輸入音響関連商品の売上高は、前期に引き続き音楽配信・ネット販売・洋楽離れの影響に加えて前期並みの

ヒット商品が無かったことにより減収となりましたが、利益面におきましては大幅な販売費及び一般管理費の

削減により増益となりました。

また、輸出音響関連商品の売上げは前期を大幅に上回り増収増益となりました。

雑貨商品の輸出売上げは前期に引き続きステーショナリー、ファンシー商品が好調で順調に推移しました。

その結果、当セグメントの売上高は８億６千２百万円（前年同期比18.9％減）、営業利益は４千３百万円（前年

同期比99.8％増）となりました。

（不動産賃貸事業）

新日貿ビルおよび日貿ビルの貸室営業は、満室を維持し堅調に推移しましたが、利益面におきましては建物の

老朽化による費用が増加したことにより減益となりました。札幌の学生会館マ・メゾンは順調に推移いたしま

した。

その結果、当セグメントの売上高は４千３百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は２千４百万円（前年同期

比4.3％減）となりました。

所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているた

め、記載を省略しております。

（２） 財政状態の分析

　　　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４億２千９百万円減少し、

　　５７億６千９百万円となりました。これは主に流動資産で現金預金が９千２百万円増加し、受取手形及び売掛

　　金が５億５千８百万円減少したこと、固定資産で投資有価証券が３千１百万円増加したことによるものであり

　　ます。資金の安定化を図って金融機関より融資を実行したことにより現金預金が増加し、大学等への英語教科

　　書の春季販売の収束により回収が進んだため売掛金が減少しております。また投資有価証券は、当第１四半期

　　連結会計期間末では株式市況が多少回復傾向にあり時価評価が上昇したことと、新規の取得により増加してお

　　ります。

　　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億６千１百万円減少し、４８億８千９百万円となりました。

　　これは、流動負債で支払手形及び買掛金が４億９千７百万円、短期借入金とデリバティブ債務がそれぞれ４千

　　６百万円、４千５百万円減少したこと、固定負債で長期借入金が１億３千万円増加したこと等によるものであ　

　　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

　　によるものであり、デリバティブ債務の減少は為替変動リスクをヘッジするために取り組んでいる金融商品の

　　時価評価が当第１四半期連結会計期間末の円安により上昇したことによるものであります。純資産につきまし
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　　ては、前連結会計年度に比べて３千１百万円増加しましたが、これは四半期純利益１千７百万円の計上と、デ

　　リバティブ債務で記載した金融商品の時価評価の上昇により繰延ヘッジ損益が２千６百万円増加したことによ

　　るものであります。

（３） 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は（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り１億円増加し、当第１四半期連結会計期間は６億７千９百万円となりました。

　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）

　当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は３千８百万円となりました。

　これは主に売上債権が５億４千６百万円減少した一方、たな卸資産が１千９百万円増加したことに加え、仕入

債務が４億８千７百万円減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は１千２百万円となりました。

　これは主に投資有価証券の取得に７百万円、有形固定資産の取得に３百万円それぞれ支出したことによるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は８千３百万円となりました。

　これは主として資金の安定化を図るために、長期借入２億８百万円（純増）を行った一方、短期借入金の返済

１億２千５百万円（純減）を行ったことによるものであります。

　

　    （４） 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　　 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　 　 （５） 研究開発活動

　　　　　 該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,000,000 6,000,000 ジャスダック証券取引所 －

計 6,000,000 6,000,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日   
－ 6,000 － 300,000 － 65,789

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

― ―
普通株式 18,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,953,000 5,953 ―

単元未満株式 普通株式 29,000 ― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,953 ―

　

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

日本出版貿易株式

会社

千代田区猿楽町一

丁目２番１号
18,000 ― 18,000 0.30

計 ― 18,000 ― 18,000 0.30

　（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は19,640株であります。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 205 200 294

最低（円） 200 190 190

　（注）　最高、最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人保森会計事務所による四半期レビューを受けて

おります。
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１【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20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20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 646,961 554,288

受取手形及び売掛金 1,618,239 2,176,604

有価証券 91,770 80,025

商品 962,024 957,996

繰延税金資産 74,960 92,867

その他 119,723 125,618

貸倒引当金 △17,210 △39,845

流動資産合計 3,496,470 3,947,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 372,348

※1
 369,700

土地 1,178,600 1,178,600

その他（純額） ※1
 20,352

※1
 21,983

有形固定資産合計 1,571,300 1,570,284

無形固定資産 67,560 72,653

投資その他の資産

投資有価証券 438,326 406,442

長期貸付金 10,887 11,606

繰延税金資産 180,157 185,465

その他 43,015 36,605

貸倒引当金 △38,119 △31,730

投資その他の資産合計 634,268 608,389

固定資産合計 2,273,129 2,251,327

資産合計 5,769,600 6,198,882
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 919,010 1,416,709

短期借入金 2,578,500 2,625,000

未払法人税等 17,561 8,871

前受金 228,999 270,009

賞与引当金 34,867 19,466

デリバティブ債務 45,277 91,139

返品調整引当金 18,762 21,291

その他 163,834 148,012

流動負債合計 4,006,814 4,600,499

固定負債

長期借入金 270,500 140,250

退職給付引当金 94,178 91,911

再評価に係る繰延税金負債 424,259 424,259

その他 94,086 94,186

固定負債合計 883,024 750,606

負債合計 4,889,839 5,351,106

純資産の部

株主資本

資本金 300,000 300,000

資本剰余金 65,789 65,789

利益剰余金 113,757 96,623

自己株式 △4,841 △4,585

株主資本合計 474,705 457,828

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △175,308 △183,041

繰延ヘッジ損益 △25,816 △52,082

土地再評価差額金 618,402 618,402

為替換算調整勘定 △12,221 6,669

評価・換算差額等合計 405,056 389,947

純資産合計 879,761 847,775

負債純資産合計 5,769,600 6,198,882
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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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 1,945,862

売上原価 1,585,340

売上総利益 360,522

返品調整引当金戻入額 7,738

返品調整引当金繰入額 5,209

差引売上総利益 363,051

販売費及び一般管理費 ※1
 353,303

営業利益 9,747

営業外収益

受取配当金 3,690

為替差益 5,852

有価証券運用益 4,548

その他 392

営業外収益合計 14,483

営業外費用

支払利息 12,415

その他 10

営業外費用合計 12,426

経常利益 11,804

特別利益

貸倒引当金戻入額 16,246

特別利益合計 16,246

税金等調整前四半期純利益 28,050

法人税等 ※2
 10,917

四半期純利益 17,133
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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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20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 28,050

減価償却費 14,768

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,267

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,529

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,401

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,246

受取利息及び受取配当金 △3,692

支払利息 12,415

為替差損益（△は益） 2,606

有価証券運用損益（△は益） △4,548

売上債権の増減額（△は増加） 546,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,321

仕入債務の増減額（△は減少） △487,931

前受金の増減額（△は減少） △40,902

その他 3,625

小計 50,578

利息及び配当金の受取額 2,250

利息の支払額 △13,054

法人税等の支払額 △1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △0

投資有価証券の取得による支出 △7,971

有形固定資産の取得による支出 △3,158

無形固定資産の取得による支出 △1,955

貸付金の回収による収入 568

その他 291

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 700,000

短期借入金の返済による支出 △825,000

長期借入れによる収入 250,000

長期借入金の返済による支出 △41,250

配当金の支払額 △0

その他 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー 83,493

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,000

現金及び現金同等物の期首残高 579,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 679,311
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【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】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　の変更

　　たな卸資産

　　　通常の販売目的で保有するたな卸資

　　産については、従来、主として最終仕

　　入原価法による原価法によっておりま　

　　したが、当第１四半期連結会計期間よ

　　り「棚卸資産の評価に関する会計基　

　　準」（企業会計基準第９号　平成18年　

　　７月５日）が適用されたことに伴い、

　　主として最終仕入原価法による原価法

　　（貸借対照表価額については収益性の

　　低下に基づく簿価切下の方法）により

　　算定しております。

　　　なお、この変更に伴う損益への影響

　　は軽微であります。

　(2)「連結財務諸表作成における在外子

　　　会社の会計処理に関する当面の取扱

　　　い」の適用

　　　当第１四半期連結会計期間より、

　　「連結財務諸表作成における在外子会

　　社の会計処理に関する当面の取扱い」

　　（実務対応報告第18号　平成18年５月

　　17日）を適用し、連結決算上必要な修

　　正を行っております。

　　　なお、この変更に伴う損益への影響

　　はありません。　　　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収

　益性の低下が明らかなものについてのみ

　正味売却価額を見積り、簿価切下げを行　

　う方法によっております。

２．繰延税金資産及び繰延税

　

　金負債の算定方法

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関

　しては、前連結会計年度末以降に経営環

　境等、かつ、一時差異等の発生状況に著

　しい変化がないと認められますので、前

　連結会計年度において使用した将来の業

　績予測やタックス・プランニングを利用

　する方法によっております。　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

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。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　 669,702千円　　

※１　有形固定資産減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　  662,285千円　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

賞与引当金繰入額 15,184千円

給与 123,796千円

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

　　ります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 646,961

有価証券勘定 33,128

　計 680,089

預入期間が３か月を超える定期預金 778

現金及び現金同等物 679,311
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年
６月30日）
　１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  6,000千株

　２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  19千株

　３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

　５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

 該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
出版物
（千円）

音響及び雑
貨
（千円）

不動産賃貸
（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 1,040,206 862,553 43,102 1,945,862 － 1,945,862

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,040,206 862,553 43,102 1,945,862 － 1,945,862

営業利益又は営業損失(△） △14,619 43,872 24,821 54,073 (44,325) 9,747

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な商品

事業区分 主な商品

出版物 日本で刊行される邦文出版物、英文出版物ならびに輸入出版物

音響及び雑貨 コンパクトディスク、デジタル・ビデオディスク、文具、一般雑貨類等

不動産賃貸 オフィスビル、学生寮

　　　　３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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」（1）に記載のとおり、当第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しており

ます。この変更に伴う損益への影響は軽微であります。　

　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　　　　　「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」（2）に記載のとおり、当第１四半　

　　　　期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告　

　　　　第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴う、損益への影響はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 470,469 121,564 47,137 41,302 680,473

Ⅱ　連結売上高（千円）     1,945,862

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
24.2 6.3 2.4 2.1 35.0

　（注）１　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法……地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

北米………………アメリカ・カナダ

ヨーロッパ………イギリス・フランス・ドイツ・オランダ

アジア……………中国（香港）・シンガポール・台湾

（有価証券関係）

　前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
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（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
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（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 147.10円 １株当たり純資産額 141.72円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2.86円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益（千円） 17,133

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 17,133

期中平均株式数（千株） 5,981

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

日本出版貿易株式会社

取締役会　御中

監査法人　保森会計事務所

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 津倉　　　眞　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 大東　　幸司　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本出版貿易株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本出版貿易株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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