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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】

連結経営指標等

回次
第73期

第３四半期連結
累計期間

第74期
第３四半期連結
累計期間

第73期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日

自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 （千円） 24,268,665 23,632,550 33,392,995

経常利益 （千円） 256,508 219,826 417,579

四半期（当期）純利益 （千円） 61,589 51,090 125,387

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 43,172 383 136,521

純資産額 （千円） 13,503,098 13,516,374 13,596,447

総資産額 （千円） 29,250,397 28,110,273 29,211,802

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 7.57 6.27 15.41

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 （％） 45.8 47.7 46.2

　

回次
第73期

第３四半期連結
会計期間

第74期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日

自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期純損失金額(△)
（円） 4.10 △2.54

（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、消費税等は含まれておりません。

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

ん。

４．第73期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、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重要な変更は

ありません。

  主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

（印刷） 

  平成23年10月に、株式会社プロセス・ラボ・ミクロンとの合弁で竹田ミクロン株式会社（持分法適用関連会社）を

設立いたしました。 

  平成23年10月に、株式会社メディカルインテグレーションの発行済み株式の90％を取得し、連結子会社といたしま

した。 

　 

　この結果、当社グループは、当社及び関係会社11社（連結子会社７社、非連結子会社２社、うち持分法非適用子会社２

社、持分法適用関連会社１社、持分法非適用関連会社１社）により構成されることとなりました。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

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は行われておりません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　

(1）経営成績の分析　

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要に伴う消費回復などにより一部景況

の持ち直しが見られたものの、原発問題の解決の長期化や欧州諸国の財政不安、円高の進行などにより景気下振れ

懸念が高まるなど、先行きの不透明な状況が続いております。 

　印刷業界においても、デジタル化の進展による印刷市場の縮小や同業者間の激しい受注競争が続くほか、得意先と

なる各企業が広告宣伝費用を縮小するなどしており、印刷関連需要は低調に推移いたしました。 

　こうした状況下、当社グループは、お客様の販売促進活動、広報・ＩＲ活動など様々なコミュニケーション・ニー

ズに対して適切な解決策をご提供するソリューション活動を展開するとともに、隠れた顧客満足を掘り起こす創注

活動に取り組み、一層の市場開拓、市場深耕を進めてまいりました。また操業度の低下に対応するため、予算管理の

強化などによる固定費の削減、内製化促進などによる外注費の削減に取り組むほか、各職場で生産性の向上施策に

取り組み、コスト競争力の強化を図って受注拡大に努めてまいりました。 

　こうした取り組みを行いましたものの、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は236億32百万

円（前年同四半期比2.6％減）となりました。利益面では、営業利益１億85百万円（前年同四半期比28.7％減）、経

常利益２億19百万円（前年同四半期比14.3％減）、四半期純利益51百万円（前年同四半期比17.0％減）となりまし

た。

　

当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は、以下のとおりであります。　

（印刷）

  お客様各社においては、印刷物のデジタル媒体への移行が進むほか、東日本大震災の影響による広告宣伝活動自

粛とその後の円高等の影響による印刷関連予算の縮小を受け、印刷物の発注量が減少しております。 

　こうした環境下において、タブレット端末など新しいデジタルメディアを活用したソリューション提案活動の強

化や創注活動などを展開し、新規開拓と市場深耕に注力してまいりました。また、用紙の値上がりを抑えるための仕

入価格交渉の強化や代替品の検討などを進めるとともに、予算管理の強化などによる固定費の削減、内製化促進に

よる外注費の削減などに取り組むほか、工場の生産性向上に取り組むなど、原価低減に向けた施策を積極的に進め

てまいりました。 

　このような取り組みを進めましたものの、印刷セグメントの売上高は、印刷需要の減少を補い切るまでには至ら

ず、151億６百万円（前年同四半期比4.7％減）となりました。営業利益は、売上高減少に伴う操業度低下と、用紙値

上がり分の売価転嫁ができなかった部分の影響を受け、98百万円（前年同四半期比30.3％減）となりました。 

（物販）

  物販の主要販売先である印刷業界が継続的な業績不振にある中、当第３四半期連結累計期間においては、震災で

被災されたお客様への復興支援に取り組むとともに、不足がちな資材の安定供給に努めました。さらに市場競争力

のある自社ブランド商品の展開、デジタル関連機器などによる新しい顧客層の開拓、お客様の製品の付加価値向上

につながる新しい商材の提案を推進してまいりました。 

　こうした取り組みにより、物販セグメントの売上高は91億94百万円（前年同期比2.2％増）となりました。しかし

ながら営業利益は、競合激化による売上原価率の悪化による粗利益の低下と、不良債権の発生による販売管理費の

増加により67百万円（前年同四半期比25.7％減）となりました。 
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(2）財政状態の分析 

　当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ11億１

百万円減少し、281億10百万円となりました。 

　負債の部は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億21百万円減少し、145

億93百万円となりました。 

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し、135億16百万円となり、自己資本比率は47.7％となりまし

た。　

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第３四半期連結累計期間において、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。

　

　

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、1億97百万円であります。なお、

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【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 29,592,000

計 29,592,000

　

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23年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24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 8,781,000 同左
名古屋証券取引所

（市場第二部）

単元株式数は100株でありま

す。

計 8,781,000 同左 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【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23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 8,781 － 1,937,920 － 1,793,446

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【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23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23年12月31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　　645,400
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,135,000 81,350 －

単元未満株式 普通株式　　　　600 － －

発行済株式総数 　　　　　8,781,000 － －

総株主の議決権 － 81,350 －

　

②【自己株式等】

　 平成23年12月31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）

竹田印刷株式会社

名古屋市昭和区白金一丁目

11番10号
645,400 － 645,400 7.35

計 － 645,400 － 645,400 7.35

　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。 
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第４【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）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、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人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）

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 4,129,696 3,362,240

受取手形及び売掛金 8,796,225 ※2
 7,923,774

有価証券 － 50,000

商品及び製品 676,205 782,051

仕掛品 271,491 555,094

原材料及び貯蔵品 130,789 143,973

繰延税金資産 394,292 394,292

その他 422,534 544,432

貸倒引当金 △179,306 △168,085

流動資産合計 14,641,927 13,587,774

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,394,822 4,191,604

機械装置及び運搬具（純額） 809,709 706,651

土地 5,483,140 5,483,140

リース資産（純額） 299,334 320,314

その他（純額） 169,558 155,330

有形固定資産合計 11,156,565 10,857,041

無形固定資産 331,019 376,389

投資その他の資産

投資有価証券 1,326,850 1,440,850

繰延税金資産 712,219 765,327

その他 1,836,215 1,905,654

貸倒引当金 △792,994 △822,764

投資その他の資産合計 3,082,290 3,289,067

固定資産合計 14,569,874 14,522,498

資産合計 29,211,802 28,110,273
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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 6,602,294 ※2
 6,359,151

短期借入金 1,970,000 1,820,000

1年内返済予定の長期借入金 738,546 685,074

リース債務 109,560 134,620

未払法人税等 105,328 84,269

賞与引当金 367,414 179,797

その他の引当金 18,658 14,652

その他 1,052,014 ※2
 781,514

流動負債合計 10,963,816 10,059,081

固定負債

長期借入金 2,280,881 2,172,657

リース債務 224,508 270,968

長期未払金 130,230 86,640

退職給付引当金 1,787,575 1,783,991

資産除去債務 168,503 171,369

その他 59,840 49,190

固定負債合計 4,651,538 4,534,817

負債合計 15,615,354 14,593,898

純資産の部

株主資本

資本金 1,937,920 1,937,920

資本剰余金 1,793,446 1,793,446

利益剰余金 10,103,700 10,073,435

自己株式 △497,086 △497,124

株主資本合計 13,337,981 13,307,677

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 159,701 97,106

その他の包括利益累計額合計 159,701 97,106

少数株主持分 98,764 111,590

純資産合計 13,596,447 13,516,374

負債純資産合計 29,211,802 28,110,273
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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 24,268,665 23,632,550

売上原価 19,882,868 19,344,916

売上総利益 4,385,797 4,287,633

割賦販売未実現利益戻入額 4,770 1,614

差引売上総利益 4,390,568 4,289,248

販売費及び一般管理費 4,130,890 4,104,007

営業利益 259,678 185,240

営業外収益

受取配当金 20,704 25,647

受取賃貸料 12,781 12,355

受取保険金 16,810 5,074

貸倒引当金戻入額 － 21,922

その他 33,318 31,396

営業外収益合計 83,614 96,396

営業外費用

支払利息 66,085 55,509

その他 20,698 6,302

営業外費用合計 86,784 61,811

経常利益 256,508 219,826

特別利益

固定資産売却益 2,198 4,378

投資有価証券売却益 － 833

貸倒引当金戻入額 27,995 －

その他 3,700 －

特別利益合計 33,894 5,211

特別損失

固定資産処分損 26,699 17,693

投資有価証券評価損 18,359 3,474

退職給付費用 － 5,675

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17,624 －

設備移設費用 － 40,693

その他 20,962 12,382

特別損失合計 83,645 79,918

税金等調整前四半期純利益 206,756 145,118

法人税等 134,835 82,140

少数株主損益調整前四半期純利益 71,921 62,978

少数株主利益 10,332 11,887

四半期純利益 61,589 51,090
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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 71,921 62,978

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,640 △62,595

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,108 －

その他の包括利益合計 △28,748 △62,595

四半期包括利益 43,172 383

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 32,840 △11,504

少数株主に係る四半期包括利益 10,332 11,887
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

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．連結の範囲の変更

　株式会社共同販促については従来、持分法を適用しておりましたが、重要性が増加したため、第１四半期連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。また、当第３四半期連結会計期間より、株式会社メディカルインテグレーションの株式

を取得したため、連結の範囲に含めております。

２．持分法適用の範囲の変更

　当第３四半期連結会計期間より、関連会社である竹田ミクロン株式会社を設立したため持分法適用の範囲に含めており

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】

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）

税金費用の計算

　当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する方法を採用しております。　

　

【追加情報】

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）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、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見積実効税率が変更になり、法人税等は

81,889千円増加しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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）

１　保証債務 １　保証債務

顧客の借入金に対する債務保証 166,801千円

顧客のリース債務に対する債務保証 55,280千円

顧客の借入金に対する債務保証 130,865千円

顧客のリース債務に対する債務保証 32,047千円

―――――――――――― ※２　四半期末日満期手形等

  四半期末日満期手形等の会計処理については、満

期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の四半期末日満期手形等を満期

日に決済が行われたものとして処理しております。

受取手形 283,373千円

売掛金(一括支払信託） 1,269千円

支払手形 991,792千円

買掛金・その他（流動負債）（一括

支払信託）
439,029千円

　

――――――――――――

　

３  貸出極度額の総額及び貸出残高

当社は、効率的な資金調達及び運用を行うため、業務

提携先との間で極度貸付契約を締結しております。

当第３四半期連結会計期間末における、当該契約に

基づく貸出極度額の総額及び未実行残高は以下のと

おりであります。　 

貸出極度額の総額 300,000千円

貸出実行残高 ―　　　　　　

　　　　　

差引額 300,000千円

　

(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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累

計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産を含む。）の償却額は、次のとおりであります。 

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）

減価償却費 615,111千円 減価償却費 593,609千円
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（株主資本等関係）

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　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月25日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 56,949 7.00平成22年３月31日平成22年６月28日

平成22年11月11日

取締役会
普通株式 利益剰余金 56,949 7.00平成22年９月30日平成22年12月８日

　

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当第３四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。

　

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　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 40,678 5.00平成23年３月31日平成23年６月29日

平成23年11月11日

取締役会
普通株式 利益剰余金 40,677 5.00平成23年９月30日平成23年12月８日

　

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当第３四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。

　

EDINET提出書類

竹田印刷株式会社(E00720)

四半期報告書

14/19



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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）

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）

　
報告セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

印刷 物販

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客への売上高 15,841,6998,426,96524,268,665 － 24,268,665

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
4,934 568,941573,875（573,875） －

計 15,846,6348,995,90724,842,541（573,875） 24,268,665

セグメント利益 141,077 90,250 231,32728,350　 259,678

（注）１　セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。

２　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。

　

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）

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）

　
報告セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

印刷 物販

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客への売上高 15,100,7978,531,75323,632,550 － 23,632,550

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
5,760 662,941668,702（668,702） －

計 15,106,5589,194,69424,301,253（668,702） 23,632,550

セグメント利益 98,385 67,018 165,403 19,837 185,240

（注）１　セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去が含まれております。

２　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。
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（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年10月1日　至　平成23年12月31日）

　取得による企業結合　

　１．企業結合の概要

 (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

　被取得企業の名称　株式会社メディカルインテグレーション

　事業の内容　予防医療ＡＳＰ（Application Service Provider）システムの企画・開発及び提供等。

 (2) 企業結合を行った主な理由

　　同社の現在及び将来の仕入先・納入先に対する印刷事業の推進、当社の既存顧客に対する予防医療ＡＳＰ

（Application Service Provider）システムの企画・開発及び提供等。

   (3) 企業結合日

　平成23年10月21日

 (4) 企業結合の法的形式並びに結合後の企業の名称

　企業結合の法的形式　現金を対価とする株式取得

　結合後の企業の名称　変更はありません。

 (5) 取得した議決権比率

　90.0%

 (6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が株式取得により、被取得企業の議決権の90.0%を取得したためであります。　

　２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　　　　平成23年10月１日をみなし取得日としたため、平成23年10月１日から平成23年12月31日までの業績を含めておりま

す。

　３．被所得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価（現金）　18,000千円　

取得原価　　　　　　18,000千円

　４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 (1) 発生したのれんの金額

7,173千円

 (2) 発生原因

 　取得原価が、企業結合時の時価純資産の当社持分相当額を上回ったため、その差額をのれんとして認識しました。

 (3) 償却の方法及び償却期間

 ５年間にわたり均等償却します。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

１株当たり四半期純利益金額 7円57銭 6円27銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 61,589 51,090

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金額（千円） 61,589 51,090

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,135 8,135

　（注） 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。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　第74期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）中間配当については、平成23年11月11日開催の取締役会に

おいて、平成23年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決

議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　40,677千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　５円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成23年12月８日
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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24年２月13日

竹田印刷株式会社

取締役会　御中
 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井　上　嗣　平　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 奥　谷　浩　之　　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」に掲げられている竹田印刷株式会社
の平成23年４月１日から平成24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23年10月１日から平成
23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、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四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　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、竹田印刷株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。
　
利害関係
　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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