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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３四半期連結
累計期間

第68期
第３四半期連結
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

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 5,492,527 1,972,568 9,096,179

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
△61,410 △23,163 82,457

当期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△175,516 △166,645 70,788

純資産額（千円） － 633,005 847,775

総資産額（千円） － 5,786,637 6,198,882

１株当たり純資産額（円） － 105.84 141.72

１株当たり当期純利益金額又は四

半期純損失金額（△）（円）
△29.34 △27.86 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（％） － 10.9 13.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△60,451 － △251,784

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△191,903 － △28,929

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
145,433 － 298,796

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 468,778 579,310

従業員数（人） － 94 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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 94　〔41〕

　（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３四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12月31日現在

従業員数（人） 81　〔33〕

　（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３四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３四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
当第３四半期連結会計期間

　   （自　平成20年10月１日
　     至　平成20年12月31日）

出版物事業　　　　　　　（千円） 1,219,817

音響及び雑貨事業　　　　（千円） 709,355

不動産賃貸事業　　　　　（千円） 43,395

　　　合計　　 　　　　（千円） 1,972,568

　

（注）１．当第３四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。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（千円） 割合（％）

丸善株式会社 245,471 12.4

　　　　 ２．本表の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３四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
当第３四半期連結会計期間

　   （自　平成20年10月１日
　     至　平成20年12月31日） 

出版物事業               （千円） 1,013,274

音響及び雑貨事業　　　　 （千円） 622,870

　　　　　合計　　　　　 （千円） 1,636,145

　（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17,271千円であります。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四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３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的金融危機が実体経済に波及し、自動車業界、家電業

界をはじめとした全産業が大幅な減収減益となりました。加えて10月中旬からの極端な円高は輸出企業のさらな

る業績悪化原因となり、大幅な株安は投資家だけでなく株式の持合を行なっている企業業績にも大きな影響を与

えております。

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拡大と利益率確保、洋書のシェア拡大と経費削減、輸

入音楽ソフトの利益率確保と経費削減を目標に営業活動を行ってまいりました。その結果、当第３四半期連結会

計期間の売上高は19億７千２百万円となりました。営業損益におきましては、売上高の減少による減益に加えて、

販売費及び一般管理費においては同業他社の自己破産による洋書取扱いの増加にともない、人員の確保による人

件費および流通関連の初期費用等の増加で予定した経費削減が行えず、営業利益は２百万円となりました。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は10月以降の円高の影響と、アメリカの消費低迷による予算の縮小不安により注

文を控えている傾向があり減収減益となりました。

和書籍・和雑誌の輸出売上は香港向けをはじめとして堅調に推移しました。また日本語の学習書はアメリカだけ

でなくイギリスでも好調に推移しております。

英文書は新刊本が好調に推移している反面、旧刊本の売上が低調で全体的には減収減益となりました。

一方、洋書の国内売上は同業他社が７月末に自己破産したことにより大幅な増収となりました。外国雑誌とペー

パーバックの売上が順調に回転し始めましたが、前連結会計年度末と当第３四半期連結累計期間の秋季分として

売上げた語学教科書の返品が予想を上回り新商材の増収分が素直に数字として現れない結果となりました。

その結果、当セグメントの売上高は12億１千９百万円、営業損失は１千３百万円となりました。

（音響および雑貨事業）

  輸入音響関連商品の売上高は音楽業界の不況と洋楽商品のヒット作品に恵まれず前期比では大幅な減収とな

りました。ただし、クラシックは減少幅が小さく利益率が高いため堅調に推移しました。また、CDの売上高は相当

厳しくなるのを予想し、雑貨、玩具類の売上増を図ってきた成果が徐々に現れてまいりました。輸出音響関連商品

の売上高はアメリカの消費低迷の影響を大きく受け減収減益となりました。

また、円高の影響によりアメリカ地域だけでなくヨーロッパ、アジア地域も低調に推移いたしました。雑貨商品の

輸出売上げ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７億９百万円、営業利益は３千７百万円となりました。

（不動産賃貸事業）

  新日貿ビルおよび日貿ビルの賃貸営業は、満室を維持し順調に推移いたしました。札幌の学生会館マ・メゾン

も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、営業利益は２千５百万円となりました。
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（２） 財政状態の分析

　　　当第３四半期末の総資産につきましては、前連結会計年度末比４億１千２百万円減少し、５７億８千６百万

　　円となりました。

　　　これは主に流動資産で現金及び預金、受取手形及び売掛金がそれぞれ１億１千５百万円、５億５千６百万円　

　　減少し、たな卸資産が２億４千４百万円増加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が進んだことにより受取手形及び売掛金が減少し、第4四半期の

　　２月より始まる来年度向の英語教科書と洋書販売での新規事業への取組のため一定の在庫確保を図り、たな卸

　　資産が増加しております。

　　　負債につきましては、前連結会計年度末比１億９千７百万円減少し、５１億５千３百万円となりました。こ　　

　　れは、主に流動負債で支払手形及び買掛金が３億４千４百万円減少し、流動及び固定負債で社債(１年内償

　　還予定社債を含む)が１億円増加したことによるものであります。

　　　前第４四半期に大学等へ販売した英語教科書の仕入代金の支払により支払手形及び買掛金が減少し、資金の

　　安定化を図るため社債を発行しております。

　　　純資産につきましては、四半期純損失１億７千５百万円の計上等により前連結会計年度末比２億１千４百万　　

　　円減少し、６億３千３百万円となり、自己資本比率は当第３四半期末において前連結会計年度末より２．７ポ

　　イント減少し１０．９％となりました。

（３） キャッシュ・フローの状況

　当第３四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、第２連結会計期間末

より９千３百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末は４億６千８百万円となりました。

　当第３四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３四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は２億円となりました。

　これは主に売上債権が４億３百万円増加した一方、仕入債務が１億８千３百万円、前受金が３千２百万円それ

ぞれ増加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３四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３千５百万円となりました。

　これは主に投資有価証券の取得に２千万円、有形固定資産の取得に３百万円、無形固定資産の取得に１千２百

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３四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３億２千９百万円となりました。

　これは主として資金の安定化を図るために、短期借入３億８千３百万円（純増）を行った一方、長期借入金の

返済５千３百万円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３四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３四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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年2月13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 単元株式数1,000株

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10月１日～

平成20年12月31日   
－ 6,000 － 300,000 － 65,789
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（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３四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３四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９月30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９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）

― 単元株式数1,000株
普通株式 19,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,952,000 5,952 同上

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 ― 5,952 ―

②【自己株式等】

　 平成20年９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
19,000 － 19,000 0.32

計 ― 19,000 － 19,000 0.32

　（注）当第３四半期会計期間末の自己株式数は19,760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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 205 200 294 290 279 270 270 270 270

最低（円） 200 190 190 225 235 265 210 260 249

　（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の役員の異動は、次のとおりであります。

　   役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 － 取締役
海外第二事業部
本部長

大野　利夫 平成21年２月５日

取締役 － 代表取締役社長     － 関口　晴生 平成21年２月５日
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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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 438,370 554,288

受取手形及び売掛金 1,620,067 2,176,604

有価証券 70,679 80,025

商品 1,202,960 957,996

繰延税金資産 224,517 92,867

その他 87,368 125,618

貸倒引当金 △17,872 △39,845

流動資産合計 3,626,091 3,947,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 361,279

※1
 369,700

土地 1,178,600 1,178,600

その他（純額） ※1
 20,661

※1
 21,983

有形固定資産合計 1,560,541 1,570,284

無形固定資産 67,029 72,653

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 439,501 406,442

長期貸付金 9,873 11,606

繰延税金資産 59,882 185,465

その他 60,599 36,605

貸倒引当金 △38,035 △31,730

投資その他の資産合計 531,820 608,389

固定資産合計 2,159,391 2,251,327

繰延資産 1,154 －

資産合計 5,786,637 6,198,882
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,072,568 1,416,709

短期借入金 2,627,600 2,625,000

1年内償還予定の社債 33,000 －

未払法人税等 4,939 8,871

前受金 201,238 270,009

賞与引当金 4,174 19,466

デリバティブ債務 123,927 91,139

返品調整引当金 8,222 21,291

その他 203,094 148,012

流動負債合計 4,278,765 4,600,499

固定負債

社債 67,000 －

長期借入金 185,000 140,250

退職給付引当金 110,673 91,911

再評価に係る繰延税金負債 424,259 424,259

その他 87,934 94,186

固定負債合計 874,866 750,606

負債合計 5,153,632 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 △78,892 96,623

自己株式 △4,874 △4,585

株主資本合計 282,023 457,828

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △181,951 △183,041

繰延ヘッジ損益 △70,243 △52,082

土地再評価差額金 618,402 618,402

為替換算調整勘定 △15,226 6,669

評価・換算差額等合計 350,982 389,947

純資産合計 633,005 847,775

負債純資産合計 5,786,637 6,198,882

EDINET提出書類

日本出版貿易株式会社(E02587)

四半期報告書

13/25



（２）【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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 5,492,527

売上原価 4,406,986

売上総利益 1,085,540

返品調整引当金戻入額 21,291

返品調整引当金繰入額 8,222

差引売上総利益 1,098,609

販売費及び一般管理費 ※1
 1,117,736

営業損失（△） △19,127

営業外収益

受取配当金 4,942

為替差益 1,844

その他 1,775

営業外収益合計 8,561

営業外費用

支払利息 35,695

有価証券運用損 14,640

その他 509

営業外費用合計 50,845

経常損失（△） △61,410

特別利益

貸倒引当金戻入額 14,587

特別利益合計 14,587

特別損失

投資有価証券評価損 247,877

特別損失合計 247,877

税金等調整前四半期純損失（△） △294,700

法人税等 ※3
 △119,184

四半期純損失（△） △175,516
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 1,972,568

売上原価 1,561,882

売上総利益 410,685

返品調整引当金繰入額 2,187

差引売上総利益 408,498

販売費及び一般管理費 ※1
 405,877

営業利益 2,621

営業外収益

受取配当金 1,182

為替差益 0

その他 724

営業外収益合計 1,906

営業外費用

支払利息 11,116

為替差損 7,611

有価証券運用損 8,467

その他 496

営業外費用合計 27,691

経常損失（△） △23,163

特別損失

投資有価証券評価損 247,716

特別損失合計 247,716

税金等調整前四半期純損失（△） △270,880

法人税等 ※3
 △104,234

四半期純損失（△） △166,645
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20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損失（△） △294,700

減価償却費 45,849

投資有価証券評価損益（△は益） 247,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,667

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,291

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,762

返品調整引当金の増減額（△は減少） △13,069

受取利息及び受取配当金 △5,058

支払利息 35,924

為替差損益（△は益） △5,761

有価証券運用損益（△は益） 14,640

売上債権の増減額（△は増加） 544,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △262,026

仕入債務の増減額（△は減少） △332,658

前受金の増減額（△は減少） △68,593

その他 77,539

小計 △27,520

利息及び配当金の受取額 5,058

利息の支払額 △33,145

法人税等の支払額 △4,844

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,451

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 △1

投資有価証券の取得による支出 △162,151

有形固定資産の取得による支出 △15,292

無形固定資産の取得による支出 △16,546

貸付金の回収による収入 1,499

その他 588

投資活動によるキャッシュ・フロー △191,903

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 3,100,000

短期借入金の返済による支出 △3,151,650

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 △151,000

社債の発行による収入 98,427

配当金の支払額 △54

その他 △288

財務活動によるキャッシュ・フロー 145,433

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,532

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 ※
 468,778
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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、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

　　　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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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、または、一時差異等の発生状況に

　著しい変化が認められたので、前連結会

　計年度末において使用した将来の業績予

　測やタックス・プランニングに当該著し

　い変化の影響を加味したものを利用する

　方法によっております。　
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【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】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、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。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費

用を計算すると著しく合理性を欠く結果と

なる場合には、法定実効税率を使用する方

法によっております。

　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）

当第３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31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

　　　　　　　　　　　　　　　     683,905千円　　
※１　有形固定資産減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　  662,285千円　

※２　担保資産 　　　　　　　　　 　　　　　

　担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営

において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のと

おりであります。

 

投資有価証券 416,327千円  

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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 4,090千円

給与 422,836千円

　２  当社の売上高のうち、出版物事業で扱う英語教科書

及び年間購読の洋雑誌の売上高は季節的変動が著し

く、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向

にあります。

※３　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

  　ります。

当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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。

給与 163,053千円

貸倒引当金繰入額 5,142千円

　２  当社の売上高のうち、出版物事業で扱う英語教科書

及び年間購読の洋雑誌の売上高は季節的変動が著し

く、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向

にあります。

※３　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３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 438,370
有価証券勘定 31,214

　計 469,584
預入期間が３か月を超える定期預金 △805

現金及び現金同等物 468,778
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年
12月31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。

（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。
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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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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 1,219,817 709,355 43,395 1,972,568 ― 1,972,568

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 1,219,817 709,355 43,395 1,972,568 ― 1,972,568

営業利益又は営業損失(△） △13,644 37,825 25,398 49,579 (46,958) 2,621

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 3,171,793 2,189,906 130,827 5,492,527 ― 5,492,527

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 3,171,793 2,189,906 130,827 5,492,527 ― 5,492,527

営業利益又は営業損失(△） △11,406 56,505 73,706 118,804 (137,931) △19,127

　（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、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、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。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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） 339,314 132,497 70,837 36,067 578,716

Ⅱ　連結売上高（千円）     1,972,568

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
17.2 6.7 3.6 1.8 29.3

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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） 1,179,732 374,937 163,322 121,975 1,839,969

Ⅱ　連結売上高（千円）     5,492,527

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
21.5 6.8 3.0 2.2 33.5

　（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）

　　　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結

会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　　　　１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照

表計上額（千円）
差額（千円）

　株　式 601,187 419,236 △181,951

　その他 31,214 31,214 ―

合計 632,401 450,450 △181,951

  （注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第３四半期連結会計期間末において、減損

　　　　　処理を行い、投資有価証券評価損247,877千円を計上しております。

　　　　　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

　　　　　行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

　　　　　いて減損処理を行っております。

（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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 105.84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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 29.34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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 27.86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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

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

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純損失（千円） 175,516 166,645

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損失（千円） 175,516 166,645

期中平均株式数（千株） 5,980 5,980

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

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21年2月12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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・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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